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「JST 文献情報事業のあり方に関わる有識者会議」は、平成 22 年 4 月行政刷新会

議による事業仕分けの判定「事業の実施は、民間の判断に任せる」を踏まえ、今後の

文献情報提供事業の方向性について討議するため、平成 22 年 7 月 29 日に発足した。

（H22 科振情提第 118-2 号） 
本書は、上記会議での検討結果を、平成 23 年 8 月に「意見書」としてまとめたも

のである。 
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１．はじめに 

 
JST 文献情報提供事業は、平成 22 年 4 月の事業仕分けで「事業の実施は、民間の

判断に任せる」との判定になった(1)。JST では、平成 22 年 7 月 29 日に「JST 文献

情報提供事業のあり方に関わる有識者会議（以下、有識者会議）」を設置した。有識

者会議では、この判定を踏まえ、今後の事業の方向性について討議し、有識者意見と

して、JST に提出することとした。 
本有識者会議は、JST 文献情報提供事業を、客観的に判断して我が国にとってよ

り良い方向性を提案するため、次のような手順で検討を行った。 
まず、JST 文献情報提供事業の設立背景と経緯を確認し、現在当事業で生じてい

る問題点を洗い出した。当事業は、昭和 32 年の設立以来、広範囲な科学技術情報を

早く適確に提供することにより、利用者のニーズに応えてきた。しかし、インターネ

ット普及による事業環境の変化と、景気低迷による売上低下を原因として、いくつか

の問題が生じている。 
次に、JST 文献情報提供事業を取り巻く環境について確認した。欧米の公的機関、

出版社を中心に、いくつかの形態で科学技術情報の無料化が行われている。また、IT
技術の進展によりセマンティック Web のような新しい技術が開発され、異業種・異

分野の情報を組み合わせ、必要な情報を抽出することが実現されつつある。これら現

状を確認し、意見の参考とした。 
また、将来の方向性を見据えるため、我が国の科学技術情報政策上、留意すべき

事項について確認した。総合科学技術会議が平成 22 年 12 月 24 日に答申した「科学

技術に関する基本政策について」（平成 23 年 7 月 29 日に東日本大震災を受けて見直

した「答申『科学技術に関する基本政策について』に関する意見具申」を決定）(2)
においては、『知識インフラ』の構築について言及がある。『知識インフラ』への貢献

等、JST 文献情報提供事業のあり方を考える上で留意すべき点がある。 
それらを元に検討した結果、JST 文献情報提供事業を民間に移行する方向で８つ

の意見を述べる。 
JST の文献データベースの価値は膨大な科学技術情報の記録であり、専門家が構

築した非常に精度の高い我が国の貴重な財産である。今後はコンテンツを保有してい

る者が、科学技術情報分野を制すると言われている。JST が、現在まで積み重ねた情

報資産の価値を十分に生かしながら、国民に対し有効な科学技術情報サービスを継続

する仕組みを構築し、文献情報の提供が発展的に行われていくことを期待したい。 

 
※文章横の(1)(2)...(17)の数字は、引用資料を示す。（p.34「８．引用資料一覧」に一

覧を記載） 
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２．事業仕分け結果 

JST 文献情報提供事業に関する行政刷新会議による事業仕分けの結果は、下記のと

おりである。 

 
（１）事業仕分け結果（平成 22 年 4 月 26 日）(1) 

JST 文献情報提供事業は、平成 22 年 4 月 26 日の行政刷新会議の事業仕分け

を受け、「民間への移行（事業の実施は民間の判断に任せる）」との判定を受け

た。 
なお、JST 文献情報提供事業以外の JST の情報事業も、同日事業仕分けを受

け、「事業規模の縮減（一層の効率化を図る）」となった。 

 
（２）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」閣議決定 

（平成 22 年 12 月 7 日）(3) 
平成 22 年 12 月 7 日に、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」が

閣議決定された。その中の「各独立行政法人について講ずべき措置」において、

JST の事業の見直しとして、JST 文献情報提供事業について「平成 23 年度中に

引き受け手となる事業者の選定を開始し、平成 24 年度中に民間事業者によるサ

ービスを実施する。」と記載された。 
なお、JST 文献情報提供事業以外の JST の情報事業については、「一層の効率

化を図り、事業規模を縮減する。」と記載された。 
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３．JST 文献情報提供事業の経緯と現況（問題点） 

３．１ 文献情報提供事業の設立の背景・経緯 
（１）設立の背景 

昭和 31 年、研究や生産活動に必要となる情報量は極めて膨大となっており、

これに対処し、科学技術の進歩発展を期するためには、科学技術に関する情報

活動の組織化を行うことが急務であるとして、情報活動の中枢的機関を設立す

る動きが興った。また、当時の経団連石坂会長からセンター設置に関する建議

書が大蔵大臣および科学技術庁長官宛に提出され、「物心両面で協力を惜しまな

い」とされた。 
その結果、政府出資金 4 千万円、民間出資金 4 千万円の計 8 千万円の資本金

により、半官半民の特殊法人として、JST の前身である日本科学技術情報セン

ター（JICST）が設立された。JICST の目的は、「我が国における科学技術情報

に関する中枢的機関としての内外の科学技術情報を迅速かつ適確に提供するこ

とにより、我が国における科学技術の振興に寄与すること」とされた。 
当時の衆議院においては、JICST の設立に際し「政府は、日本科学技術情報

センターの監督に当っては、科学技術の振興に貢献せしめるため、営利を排し、

その公共性に徹するよう、特に留意すべきである。」と、付帯決議された。また、

参議院の付帯決議においても、JICST の業務は、「政府、大企業に対する情報提

供に偏することなく、中小企業等に対する奉仕に格別の注意を払い、公益性を

尊重する」といった内容が盛り込まれた。 
文献情報提供事業は、昭和 32 年 8 月以来、受益者負担事業として実施してき

た。 

 
（２）経緯 

当時の社会的な要望により、発足当初の情報の収集・処理対象の中心は、理工

学分野の外国文献であった。これは当時の日本の技術開発能力が十分に回復し

ておらず、技術開発より技術導入が急務であるとの空気が産業界を中心に支配

していたことによる。 
昭和 33 年には、「科学技術文献速報」を創刊し、文献の複写サービスを開始

した。「科学技術文献速報」は、国内外の科学技術文献の日本語抄録を作成し、

国際十進分類法により技術分類し、冊子体にまとめたものである。 
昭和 42 年には、国産の大型電子計算機を導入し、漢字（日本語）処理を始め

た。導入の前後においては、JICST の要求に合う漢字プリンターの企業との共

同開発や、科学技術文献に適した編集植字の設計、「科学技術文献速報」の自動

作成システムの開発など、 先端の技術開発を実施してきた。 
「科学技術文献速報」の編集自動化に伴い、従来の技術分類に加えて、キーワ

ードでも索引を行うようになった。検索精度を上げるためには、キーワードの

ばらつきを極力抑える必要が生じ、シソーラスにより索引・検索語の統制を行
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うこととした。その結果、昭和 48 年には「JICST シソーラス暫定版」を完成し、

昭和 49 年度の索引作業に利用した。さらに、暫定版での使用経験をもとに

「JICST 科学技術用語シソーラス 1975 年版」を完成した。 
それに並行し、JICST は、当時ロッキード社が開発した機械検索システムを

参考にして、オンライン情報検索システムの研究に着手し、昭和 47 年には、所

内実験システムとして DOOR（Document On-line Retrieval）を完成した。 
昭和 51 年には、日本初の商用オンライン検索システム JOIS-Ⅰを実用化した。

JOIS-Ⅰに登載された JICST 理工学文献ファイルは、シソーラスによる索引が

開始された昭和 50 年まで遡及し作成された。また昭和 54 年には、検索結果の

漢字出力を可能とした JOIS-K を実用化した。 
その後、昭和 55 年には JOIS-Ⅱのサービスを開始し、公衆漢字端末機の利用

を開始した。JOIS-Ⅱは、多様化したユーザニーズに応えるため、「検索は利用

者自身の手で」という基本思想を持ち、システムを構築したものである。平成 2
年には、漢字検索に対応した JOIS-Ⅲ、平成 9 年にはインターネットおよび GUI
に対応した JOIS-Ⅳに発展した。 
なお平成 8 年に、当時の新技術事業団と JICST が統合し、科学技術振興事業

団（JST）が発足している。 
平成 15 年には、米国 CAS と共同で運営していた STN と同じコマンド、GUI

で JST の科学技術文献コンテンツを提供する New JOIS のサービスを開始した。

同時に、全文（電子版）とのリンクによる原文提供サービスも開始した。さら

に同年、大学・病院等固定料金利用者専用のサービスとして、JDream のサー

ビスを開始した。 
平成 18 年には、New JOIS と JDream を統合したサービスとして、JDream

Ⅱサービスを開始した。 

 
（３）事業と国費投入の推移 

JICST が設立された当時、特に海外の科学技術雑誌、技術レポート、会議録

などは国内には十分流通していなかったため、これらの科学技術情報を入手す

ることは極めて困難な時代であった。 
そのため、JICST が発行した「科学技術文献速報」は、内外の主要な科学技

術雑誌、技術レポート等から採択された情報が、分野ごとに分類・整理され、

簡単な日本語の抄録付きで把握でき、非常に分かり易いという点で高い評価を

得た。 
また、JICST が発足した当時、新しい技術の開発により企業の業績を急成長

させる産業界には中央研究所の設立ブームが起こっており、 先端の科学技術

情報に対する関心が高まり、情報部門を設立して情報活動を強化していた。 
JOIS-Ⅱのサービスを開始した翌年の昭和 56 年には、天然資源に乏しい我が

国においては、「情報は資源であり、技術立国しかない」として、時の中川科学

技術庁長官が「科学技術立国元年」を宣言した。この頃から、社会一般にも情
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報の重要性が認識されているようになり、情報化社会という言葉が一般化した。

また、この時期、基幹産業が重厚長大型産業から軽薄短小型産業へ移行するの

に伴って、産業界が合理化、省力化のため OA 化が進み、JOIS のようなオンラ

イン検索サービスの利用増に拍車がかかった。 
その後、昭和 60 年から 5 年間景気の拡大傾向が続いたことから、さらに情報

利用が活発となり、売上順調の時代が続いた。 
JICST の発足当初、政府出資金でデータ作成費を、国庫補助金で人件費を、

事業収入で提供事業経費を賄っていたが、売上順調で事業収入が増えたことか

ら、政府出資金、国庫補助金を減少する動きになった。政府出資金については、

昭和 60 年に一般会計出資金から、財政投融資の産業投資特別会計出資金に移行

し、公益性の枠内での利潤追求型事業へ転換した。 
平成 3 年に国が「特殊法人等の定期的見直し（試行）の実施について」を科学

技術庁に通達し、科学技術庁は「日本科学技術情報センターのあり方に関する

検討会」を設置し見直し作業に入った。JICST においても経営企画会議を設け

て提供事業の民営化の可能性を検討した。この検討の中では、データベース事

業は、ビジネス・経済等の分野であっても未だ採算ベースに乗っておらず、科

学技術分野では採算性の確保が更に困難であることが判明した。また、システ

ム間を接続して相互に利用し合うゲートウェイが経営効率上得策であるとの結

論に至った。その後 JICST は、積極的にゲートウェイ方式による JOIS の利用

拡大を図った。 
平成 3 年のバブル経済の崩壊と共に我が国の景気は急速に後退した。景気先行

き不安のため、企業の情報収集経費は真っ先に削減の標的にされ、改めて情報

活動の底力のなさを見せつけられた格好になった。JICST 事業もその例外では

なく、それまで順調に増加してきた提供事業収入の伸びが急速に鈍化した。 
平成 9 年度より、収支改善計画（平成 21 年度単年度黒字化目標）を策定し、

国費（政府出資金、国庫補助金）ゼロを目指すこととなった。 
その間、データ作成費、提供事業費といった費用削減を強力に推し進めた。そ

の結果、平成 19 年度を以て国費投入ゼロとなり、平成 21 年度に単年度黒字化

達成した。しかし、費用削減を強力に進めたことにより、作成する抄録・索引

件数の削減、営業人員の削減、営業拠点である支所の統廃合など、問題を生む

原因にもなっている。 
なお、国からの出資金で作成したデータは、出資見合いの資産として情報資産

としてきた。この情報資産は JST が公認会計士や税務当局と協議して定めた減

価償却の取扱いに基づき財務決算上、費用化されている。よって、出資の結果

として莫大なデータが蓄積されているものの、財務上は資産から償却すること

となり、繰越欠損金として処理されている。 

 
平成 15 年度には、独立行政法人化し現在の JST の姿になったが、この際文献

情報提供事業は、研究開発独立法人の一律減資の対象にならず、これまでの累
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積欠損金を承継することとした。 

 
 
３．２ 文献情報提供の必要性 

 
大学、研究機関や企業における効率的な研究開発を促進するためには、科学技

術の全分野にわたり体系的に科学技術文献情報を整備するとともに、利用者が

容易に利用できるような形で提供することが不可欠である。 
このため JST 文献情報提供事業は、国内の科学技術全分野の文献情報を網羅

的に収録するとともに、検索精度の高い集合を作り、結果のブラウジングを容

易にするため、日本語による抄録・索引を付与して利用者が使いやすい情報を

提供している。 
当事業で提供している科学技術情報サービス（JDreamⅡ）は、日本国内のオ

ンラインサービスで科学技術分野第 1 位となるなど(4)、高い評価を得ている。

また、民間シンクタンクの調査(5)によれば、JDreamⅡの時間的便益は 690 億

円（費用対便益 20 倍）と試算され、情報調査・取得に要する時間を大幅に削減

し、研究開発等の効率化に貢献するとされている。また、経費的な便益につい

ては 156 億円（費用対便益 5 倍）と試算され、他の代替サービスを利用した場

合と比べ、より少ない経費で情報調査・取得が可能とされている。 

 
 
３．３ JST 文献情報提供事業の問題点 
３．２で示したように、文献情報提供には必要性が認められるものの、現在の JST

文献情報提供事業には、下記のような問題点も認められる。 

 
（１）事業環境の変化により生じる問題 

昭和 32 年に文献情報提供事業を開始して以来、科学技術情報の中枢的機関と

しての目的に達成するため、活動を行ってきた。 
発足当時の社会的な要望により、企業等の科学技術資料への多重投資を回避す

るため、国内外の科学技術雑誌を中央集中的に収集してきた。そこで収集した

資料を、「科学技術文献速報」の出版物や「オンライン検索システム」のように

オンラインで科学技術資料の概要を知ることができるシステムとして提供し、

利用者のニーズに応えてきた。更に収集した資料については、複写サービスを

通じて複写物を提供してきた。 
また「科学技術文献速報」の自動作成、「オンライン検索システム」の提供、

科学技術資料からのデータ作成（抄録・索引）を実施するため、昭和 42 年から

国産の電子計算機を導入してきた。当時、電子計算機のコストは非常に高額で

あったため、一部の公的機関、企業だけが導入可能な状態であった。 
通信に目を向けると、我が国の電子通信事業は、明治時代以来、電気事業法の
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定めにより国家の独占的事業とされてきたが、昭和 46 年に公衆電気通信法が改

正され、電子計算機など電気通信回線に接続してデータの伝送と処理などを一

体的に行うデータ通信事業者に対して回線が開放された。JICST が、「オンライ

ン検索システム」のサービスが実現できたのは、この回線開放が理由である。 
このような環境の中、文献情報提供事業は、科学技術資料を集中的に収集し、

それを元に作成したデータ（情報資産）、ノウハウを電子計算機に集中的に蓄積

してきた。また、電気通信回線も高額であったことから手軽に利用する状態に

はなかった。そのため、文献情報提供事業が集中的・独占的に事業を行う結果

となった。 
この状態を変えるきっかけになったのは、電子計算機の低価格化とインターネ

ットの出現である。 
インターネットは、昭和 44 年に米国の国防総省高等研究計画局（Advanced 

Research Projects Agency: ARPA）が、米国内の 4 大学のコンピュータを結合

した広域パケット網 ARPANET を構築したのが起源とされているが、新しい情

報提供方式としての World-Wide Web（WWW）の開発と、Mosaic に始まる各

種のグラフィック型ブラウザの出現により、平成 7 年ごろからインターネット

が急速に社会に受け入れられた。 
平成 7 年には、インターネットの無料検索サービスとして、Yahoo!が出現し、

ネットワークを利用した情報の取得が簡易になった。また一部の事業者だけが

独占的に行ってきたオンラインサービスと同様の情報公開を、誰もが実施でき

る環境になった。科学技術情報についても、JST が提供する「オンライン検索

システム」のような精緻なシステムでなくても、一見、代替手段的に情報入手

ができる状況になったように思われる場合がある。 
JST においては、JOIS-Ⅳサービス開始時から「オンライン検索システム」を

Web 版 GUI サービスとして提供するなどの対応をしてきている。しかし、イン

ターネットに存在する様々な情報と JST が有する情報資産、ノウハウを融合さ

せ、知の融合、交差を促進する動きが少ないことは否定できない。現在のよう

に情報の世界においてもオープン化が進む状況においては、これまで国費を用

いて蓄積してきた情報資産やノウハウを広く有効活用することが求められる。 
また、従来からゲートウェイサービスなど民間活力を活かす動きはあるものの、

民間が持つ活力を十分に利用できず、民間が持つ情報と連携や、民間が持つ販

売ネットワークの有効利用が十分でない点は問題である。 

 
 
（２）費用削減により生じる問題 

長引く景気低迷化などの原因により、JST 文献情報提供事業の売上は、低下

傾向にある。また、エルゼビアの Science Direct や Wiley の interScience 等、

抄録情報を無料公開し、有料の原文（一次情報）に引き込もうとする出版社の

動き(6)や、オープンアクセス化における一次情報の無料化の動き(7)も、売上低
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下の原因として挙げられる。さらに、インターネットの普及により、無料の

Google 等による情報検索に留め、JST が提供する JDreamⅡのような有料の伝

統的なデータベースが遠のく傾向も否定できない。 
このような売上低下が続く状況であるが、３．１（２）に記載したように、JST

文献情報提供事業は単年度黒字化を目指し、平成21年度達成した。そのためJST
は、大幅な費用削減を行ってきたが、それによる以下の問題が生じている。 
まず JSTとして自己完結することについての営業力の限界が挙げられる。JST

の営業拠点（支部・支所）は、過去 大 10 箇所あったが、現在 2 箇所に縮小し

ている。また、営業職員についても、大幅な削減や頻繁な人事異動が行われて

きた。 
次に、大規模なシステム開発投資が困難になっている点である。これまでは基

幹サービス（JOIS、JDreamⅡ等）は、サービス向上のため、5 年毎に大幅改良

を実施してきた。しかし、現在のように売上が低下し、自己収入の伸びが期待

できない状況では、新たな投資が困難な状態に陥っている。このことは、異な

るコンテンツと融合させるなどの新しいサービスを研究する体制が構築できな

い原因にもなっている。 
同様に、データ作成においても、自動索引等の新しい研究開発投資が困難にな

っていることが見受けられる。さらには、利益確保のため、利用の少ない学術

誌の抄録作成等を中止する場合があり、データの継続性が阻害され、データ品

質が低下する恐れがある。 
さらに JST では、既にデータ作成を民間にアウトソーシングしているが、現

在の調達の業務形態（請負）は、アウトソーシング先の民間事業者において、

自律性が育ちにくい面があり、科学技術の動向に的確に対応して、効率的にデ

ータ作成するためには、更なる民間活力の活用が必要である。 
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４．JST 文献情報提供事業を取り巻く環境 

４．１ 科学技術情報の無料化 
（１）公的資金の論文本文の無料公開の動き(8) 

米国において、2000 年 6 月に当時のクリントン政権が電子政府構想を発表し、

2002 年 12 月に電子政府法が成立したことにより、「情報公開」の観点から研究

成果の積極的な公開が議論されている。 
この流れが、米国国立衛生研究所（NIH）による公的助成研究成果のオープン

アクセスの義務化（2007 年 12 月法案可決）に繋がっている。これは、査読済

み 終原稿を刊行後 12 ヶ月以内に PubMed Central に登載し、公的資金の論文

本文を無料で公開していく動きの代表的なものである。 
他にも、公的資金の論文について、無料公開する動きがあるが、その背景にあ

るのは、科学技術資料を中心とした「学術誌高騰化問題」である。 

 
（２）オープンアクセス活動(7) 

オープンアクセスを進める手法として、各研究機関や大学等において、機関リ

ポジトリのようなシステムで、論文や研究データを格納し公開しようとする動

きがある。さらに、Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Harvesting 
（OAI-PMH）のような標準的な手順を策定して、機関リポジトリに格納されデ

ータの概要を示すメタデータを共有する動きがあり、Directory of Open Access 
Journal （DOAJ）のように、OAI-PMH で共有されたコンテンツを、あたかも

一つのデータベースのように提供する場合もある。 
オープンアクセスを推進するため、オーサペイモデルのような出版社の経費を

補償し、オープンアクセスを進める動きも存在する。英国の Wellcome 財団では、

オープンアクセスに関わる出版社の経費を負担し、PubMed Central や英国で展

開されている UK PubMed Central に登載することが義務づけられている。 

 
 
４．２ 無料情報のアグリゲータの動き(6) 

 
Google の Google scholar や、エルゼビアの Scirus 等の科学技術に特化した検

索エンジンの動きも無視できない状態になっている。 
前者は、分野や発行元を問わず、学術出版社、専門学会、プレプリント管理機

関、大学、およびその他の学術団体の学術専門誌、論文、書籍、要約、記事な

ど、膨大な学術資料を簡単に検索できるとしている。 
後者は、総合的な科学専用インターネット検索エンジンである。 新の検索エ

ンジン技術を搭載した Scirus は、3 億 7,000 万件以上の科学関連 Web ページを

検索し、Web 上における科学的、学術的、技術的、医学的データの特定、他の

検索エンジンではヒットしない 新のレポート、査読済み論文、ジャーナルの
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発見が効率良く行えるとしている。 
利用者は、より簡単、直感的に分かりやすいサービスに移行する傾向にある。

特に、関係する情報へのパスが豊富に用意されている場合に、その傾向は強ま

る。このような全文モデルが主流となった場合、連携無き有料サービスモデル

は、迂回され利用されなくなる恐れがある。 

 
４．３ IT 技術の流れ 

 
全文電子化時代を迎えて、情報へのアクセス、共有方法が変化している。特に、 

様々な情報ソースを組み合わせて、新たな価値を創造している。さらに、セマ

ンティック Web（※）等、新しい Web 技術が実用化へ更に加速の方向にある。

米国では、金融投資先選定のように、あらゆる業種分野の情報をより早く判断

する必要性が高い場面に向け、ニュースや金融業界を中心にこうした技術が広

まる動きがある。 

  
※セマンティック Web(9) 
・Web サイトが持つ意味をコンピュータに理解させ、コンピュータどうしで

処理を行なわせるための技術 
・情報の意味（Semantics）をコンピュータ自身に理解させることで、人を仲

立ちさせることなく情報のやりとりを行なわせることが可能 
・オントロジー技術と組み合わせることで、重要概念の抽出等に利用が可能 

 
JST の情報資産をオープン化し、投入することにより、新しい技術開発と普

及を活性化する方向が考えられる。 

 
４．４ データベース業界の買収・合併・連携の流れ 

 
海外のデータベース企業においては、伝統的なデータベースの取り込みが行わ

れている。それは、データベースを運営する企業の買収・合併による場合や、

機関間の連携で実施する場合がある。 
例えば、科学技術論文と特許の連携を実施するため大手データベース企業が特

許データベースを運営する企業を買収する場合、大手データベース企業が十分

なデータ作成企画力を持っていない分野において、強力なデータベースを運営

していた企業を買収する場合などがある。 
また世界的なデータベース企業が、ある国の科学技術データを網羅的に有して

いる公的機関と連携する例がある。 近、中国の科学技術への関心が高まって

いるが、大手データベース企業が中国の国家機関と連携して、中国の科学技術

文献データを確保し、その企業が運営するデータベースサービスで提供する例

がある。 
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有力な論文引用データベースとして利用されている Web of Science（トムソ

ン・ロイター）及び SCOPUS（エルゼビア社）に掲載されている日本の学術誌

は、全体の 5％に満たない状況であると言われている(10)。これら論文引用デー

タベースが利用され続ける場合、日本国内の科学技術資料および学協会のステ

ータスが低下し、日本の科学技術の発展を阻害する恐れがある。 
我が国においては、知識プラットフォームを構築することにより、海外の大手

データベース企業が提供するワンストップ型の科学技術情報サービスと対等な

関係を保ち、日本の科学技術の発展に資することができる。また JST は、海外

の大手データベース企業と対等に連携し、相補的互恵的な関係を構築していく

必要がある。 
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５．我が国の科学技術情報政策上留意すべき事項 

JST 文献情報提供事業のあり方を考える上で、科学技術情報政策上留意すべき事項

は、下記のとおりである。 

 
５．１ 知識プラットフォーム実現に向けた政策立案 
（本文中では西尾議長が、「知識インフラ」と同義の概念として提案された「知識プラットフォー

ム」の名称を使用） 

 
（１）総合科学技術会議（第 95 回）「科学技術に関する基本政策について」答申 
（平成 23 年 7 月 29 日に東日本大震災を受けて見直した「答申『科学技術に関する基本政策につ

いて』に関する意見具申」を決定）(2) 
平成 22 年 12 月 24 日、総合科学技術会議（第 95 回）諮問第 11 号「科学技術

に関する基本政策について」 に対する答申において、知識プラットフォーム（知

識インフラ）について、次のような内容が盛り込まれた。 

 
【平成 23 年 7 月 29 日、総合科学技術会議（第 98 回）「答申『科学技術に関

する基本政策について』に関する意見具申」より抜粋】 

 
P38： 国は、デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コンテ

ンツの所在を示す基本的な情報整備、さらには情報を関連付ける機能の強化を

進め、領域横断的な統合検索、構造化、知識抽出の自動化を推進する。また、

研究情報全体を統合して検索、抽出することが可能な「知識インフラ」として

のシステムを構築し、展開する。 

 
（２）知識プラットフォームが目指す方向 

知識プラットフォームにより、情報「入手」のための整備から「意思決定手段」

として情報の整備を実施する方向を目指していくべきであると考える。なお、

ここで、「意思決定手段」とは、個人の意思決定、企業の戦略立案、国の政策立

案等、様々なレベルの決定に利用できる手段を示す。 

 
（３）知識プラットフォームの要件(11) 

知識プラットフォームを実現する要件の一つは、基礎研究から産業化に至る各

局面の課題解決の過程で生じる情報を、記録、蓄積、発信し、情報循環させる

ことである。これを支えるためのシステム的な基盤を構築する必要がある。 
また知識プラットフォームで情報循環を加速するため、それら情報に対して、

分野を超えて関連付けを行い、源流（基礎）から河口（産業化）まで、情報を

用いてつなぐことで価値を創出することが必要である。情報をつなぐ技術の開

発と、つなぐためのコンテンツの創出をしていくべきである。 
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このような基盤で、継続的に研究開発成果の社会還元を促進し、資源のない我

が国の国際競争力を強化していく方向である。 

 
（４）JST の強み 

JST は、国内の科学技術系資料をほぼ網羅している。また、外国の資料につ

いては、基礎と事業化・産業化をつなぐ部分を保有していることが強みである

(12)。JST のデータベースは、民間企業が必要な資料を有していることが特徴で

ある。 

 
（５）知識プラットフォーム実現に向け、JST が実施すべき方策 

JST においては、知識プラットフォームの実現に向け、JST は次の方策を実

施すべきである。 
まず、NII、NDL、特許庁、農林水産技術会議等の公的機関との連携に加え、

民間との連携を推進すべきである。次に、様々なデータを組み合わせる「つな

ぐ技術」の開発を実施すべきである。さらに、民間の情報提供機関を巻き込み、

多様なサービスの実現をすべきである。 
JST は、前記の JST の強みを活かし、民間の情報提供機関を含む我が国全体

の「知識プラットフォーム」の構築に向けた検討に積極的に参画することを指

向すべきと考える。 

 
 
５．２ 各種政策要請に応えていく施策の実施 

 
知識プラットフォームのような情報基盤整備以外にも各種政策要請に応えて

いくため、JST は下記のような諸施策を実施すべきである。 
まず、公的機関であることを活かし、長期的な視点で、分野を偏ることなく資

料収集し、データの網羅性・継続性を維持すべきである。次に、これまで蓄積

したノウハウを活かし、整理・分類・体系化手法を持続的に改善・改良してい

くべきである。さらに、JST が有する科学技術データと、「知識プラットフォー

ム」に存在する異業種・異分野と関連付けを行うため、必要技術の開発、共通

基盤的な資源の作成をすべきである。 

 
 
５．３ 日本の科学技術情報の地盤沈下への対策 

 
インターネットの普及により、科学技術情報は、JST が提供する「オンライ

ン検索システム」のような精緻なシステムでなくても、一見、代替手段的に入

手ができる状況であるように見える。 
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さらに JST 文献情報提供事業が有する情報資産のオープン化が不十分で、官

民が有する異業種・異分野の情報との連携が進んでおらず、JST の情報資産が

浮き上がる機会を逸している。JST が有する情報資産と官民が有する異業種・

異分野の情報との連携が進まない原因は、日本の科学技術資料の電子化が不十

分（学協会が発行する学術誌・学会誌の電子化率 47.1%）(13)で、JST が十分な

全文を有していないことも挙げられる。 
また、大手データベース企業が提供する論文引用データベースに掲載されてい

る日本の学術誌は、全体の 5％に満たない状況であると言われている(10)。 
このような状況の中、JST 文献情報提供事業が有する情報資産へのアクセス

量の低下が進んだ場合、日本の科学技術情報が地盤沈下し、日本の学協会の運

営に悪影響を与える恐れがある。その結果日本の研究者が、日本国内で、かつ

日本語で研究交流をする機会が少なくなり、 終的には日本の科学技術力が低

下することが懸念される。 
このような事態が生じないよう、日本の科学技術情報の地盤沈下への対策を実

施すべきである。その対策の例として、国立情報学研究所（NII）、国立国会図

書館（NDL）等の公的機関や民間の情報機関との連携により、電子化の推進を

図るとともに、情報をつなぐための様々な整備を推進することが挙げられる。 
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６．事業を民間に移行するにあたっての有識者会議意見 

 
本意見書では、２．で述べた事業仕分け結果の主旨を理解した上で、３．で述べ

た JST 文献情報提供事業が持つ問題点、４．で述べた JST 文献情報提供事業を取り

巻く環境、５．で述べた我が国の科学技術情報政策上留意すべき事項を考慮し、JST
文献情報提供事業を民間に移行するにあたり、当事業が発展すべき方向性も含め意見

をまとめた。 
JST 文献情報提供事業の設立の歴史的背景を考えれば、文献情報提供事業を民間

に移行するにあたり、次のようなことを考慮すべきである。 

 
○既存、新規の利用者が現状より不利益にならないよう、利便性およびコストを

維持すること 
○科学技術の進歩に適応できる情報提供機能を有する仕組みを構築すること 

・提供情報の適切さ、先進性を確保すること 
・情報技術の進化を適用した 新のサービスを実施すること 

○中長期的視点にたち、仕組みを構築すること 
・事業環境の変化、競合事業者の状況を念頭に置き、継続性と競争力のある仕

組みを構築すること 
・科学技術の本質を踏まえ、中長期的視点にたち提供情報の設計を行うこと 

 
まず、３．で述べた JST 文献情報提供事業が持つ問題点については、解消するこ

とを考えるべきである。特に、事業環境の変化により生じる問題については、対策を

講じるべきである。 
また、４．JST 文献情報提供事業を取り巻く環境で述べたように、現在の科学技

術情報の無料化の動き、無料アグリゲータの動き、データベース統合の動き、および

大手データベース企業によるワンストップサービスの動きは、常に注視していく必要

がある。また、５．で述べた我が国の科学技術情報政策上留意すべき事項も、将来を

見据えた行動を考える上で重要である。両者共に、タイムリーな判断が必要である。 
上記を考慮し、次ページより、８つの意見を述べる。 
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意見１．JST の情報資産等は、科学技術振興上重要な国の資産でもあり、国民が広

く継続的に有効活用できる仕組みを検討せよ。これにより、国民が科学技術情報にア

クセスする機会を保障すべき 

意見の背景 
JST が持つ情報資産は、日本の科学技術の貴重な財産である。JST の特徴は、シソ

ーラスを使った専門家による体系的な索引と分類であり、全科学技術分野を網羅的に

実施しているのは、日本では JST のみである。 
JST は日本の文献が豊富であり、基礎科学ではなく工学に近い部分等を保有してい

ることが強みである(12)。JST のデータベースには、民間企業が必要な資料が豊富に

入っていることが確認でき、我が国の企業を中心に有益である。 
海外に目を向ければ、科学技術情報を扱う機関は、各国一機関以上存在し、国が情

報を整備し、利用者に提供する体制が成立している(8)。これは、各国においても、

国として科学技術情報を整備し、維持していくことが必要であることを示している。 
JST 文献情報提供事業は、民間からの要望により設立された。文献情報提供サービ

スは、多くの利用者に有料にて利用されており、特にデータベースサービスは高い評

価を受けている。なお、本検討と並行して、JST が広く民間企業の意向を確認したと

ころ、情報資産の継続的な有効活用、文献情報の国民への提供サービスを自らの事業

として実施することについての意向が示された。 

 
意見 
○一般勘定事業と文献情報提供事業の連携(14) 
・基本的なデータを一般勘定事業で整備し、文献情報提供事業で情報に付加価値を

付け、文献情報を提供する体制を維持すべき。 
○コンテンツの維持 
・コンテンツの品質が鍵であることを念頭に置き、下記の点を考慮し、コンテンツ

の維持をすべき。 
①資料収集の継続性と網羅性を向上 
②学会発表資料、国の研究機関の報告書などの収録を強化 
③JST の科学技術資料収集における強みの維持(13) 
④付加価値付けの高度化 
⑤データ作成の更なる効率化 
⑥収集方針、データ作成方針の更なる明確化 

・先を見据えた方針検討を行うため、有識者による検討も必要である。 
○コンテンツが継続的に有効活用される仕組み 
・文献情報提供事業を民間に移行する場合においても、本事業が保有する情報資産

までを譲渡せず、有償貸与とする方向を検討し、国として情報資産を維持する方

向にすべきである。 
・データ作成を行うスキルとしては、科学技術文献の主題を正確かつ効率的に分析
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できることが必要。 
・データ作成を実施する民間企業は、必要なデータを利用者が有効に活用できるよ

うに、JST が提示する仕様等に基づきデータを作成するが、その際自律的かつ効

果的・効率的に実施できる仕組みを有することが求められる。 
・JST がデータを購入する形態でも、データの品質は確保する必要があり、作成を

実施する民間企業のスキルを勘案しつつ、その品質保証体制を考えていく必要が

ある。 
・事業を移行する民間事業者と JST との間で信頼関係を構築し、継続することが

ポイントである。 
○利用者の信頼の確保 
・JST が実施すべき領域を考え、情報資産の価値を維持するために更新していくこ

とにより、利用者の安心を確保すべき。 
・また、事業の財務を健全化し、事業を安定化させることで、利用者の信頼を得る

べき。 
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意見２．科学技術の進歩にそって科学技術情報のあり方を考慮し、科学技術振興上必

要なデータの網羅性、継続性を確保。利用者にとって利便性の高いサービスを維持す

べき 

意見の背景 
利益が出る事業は、民間は実施する。しかし、民間が実施しにくい事業でも科学

技術の振興に必要なものが存在する。 
科学技術分野は、時代の要請に応じて流行と廃りが繰り返すことがある。科学技

術情報が流行に左右され、網羅性・継続性が損なわれた場合、大きな損失となる。 
民間への移行の際、大多数の利用者に利益があるものの、少数の利用者に不利益

が生じる場合、公平性としては問題になる可能性がある。 
JST 文献情報提供サービスは、科学技術の全分野にわたり科学技術資料を網羅的・

継続的に収録しており、研究者や技術情報担当者に幅広い支持を受け、利用されてい

る。また、本検討と並行して、JST が広く民間情報提供会社に意向を確認したところ、

データの網羅性、継続性を確保するよう要望があった。 

 
意見 
○中長期的視点にたったサービス事業の構築 

・民間への移行においては、特定の利用者だけが利するサービスが展開されるこ

とは避け、公平なサービスの実現を心がけるべきである。 
・JST は、文献情報提供事業の民間への移行において、利用者に不利益が生じな

いよう、情報提供の間断がなく事業を移行できる仕組みを考慮すべきである。 
・JST は、科学技術の振興に資するよう、情報事業全体の企画立案業務を行う責

務を有する。 
・中長期的な視点でデータ作成の中立性を確保するため、事業の公平性や透明性

を確保する仕組みを設けることが必要である。提供業務を実施する民間事業者

とデータ作成を実施する民間事業者が、同一の社になる場合など、特定の社が

有利な地位を築く可能性があり、透明性がある監視体制を構築すべき。 
・業務実施に際して、JST と、提供業務を実施する民間事業者、データ作成を実

施する民間事業者の協議の場が重要である。民間事業者間に利益の相反が生じ

る場合には、事業の継続のため JST が調整を実施できる仕組みを構築すること

が必要である。 
・いわゆる利益がでない分野のデータでも、科学技術の振興に必要なものがある。

JST は、それを意識し、データの網羅性・継続性を確保すべき。 
○競争原理の導入 

・適切な範囲で競争原理が働く移行の形態を考慮することも必要である。特定の

民間事業者しか実施できない業務形態になる場合には、価格が高騰することも

考えられ、利用者の不利益になることもある。 
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○民間移行後の利用者の利便性維持とコストダウンの考慮 
・利用者にとって利便性が高いサービスについては、その水準を維持していくべ

きである。 
・日本語の抄録作成は、機械翻訳の発展により、更なるコストダウンの可能性が

ある。常に技術の発展を視野に入れる必要があり、新技術に即した事業実施を、

考慮すべきである。 
・文献情報提供事業で実施するデータ作成の効率化を考慮し、利用者とも相談の

上、重点分野を決め、そこに集中的に費用をかけることも考える。 
・現在のニーズと将来のニーズを把握し、先見性を持ったデータ作成が行われる

ようなスキームを企画していくことが、JST の勝負所である。 
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意見３．JST が持つ強みと民間活力を活かした連携により我が国の知識プラットフ

ォーム（インフラ）構築に貢献せよ 

意見の背景 
総合科学技術会議 諮問 11 号「科学技術に関する基本政策について」の答申（平

成 22 年 12 月 24 日）（平成 23 年 7 月 29 日に東日本大震災を受けて見直した「答申

『科学技術に関する基本政策について』に関する意見具申」を決定）には、「国は、

デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コンテンツの所在を示す基本

的な情報整備、さらには情報を関連付ける機能の強化を進め、領域横断的な統合検索、

構造化、知識抽出の自動化を推進する。また、研究情報全体を統合して検索、抽出す

ることが可能な『知識インフラ』としてのシステムを構築し、展開する」と記述され

ている。 
知識プラットフォーム（インフラ）は、研究者や技術者によるイノベーションを支

える情報基盤として利用できる。また国民が、科学技術情報を得る基盤としても利用

可能である。このような基盤があれば、誰でも科学技術で進められていることを確認

できる。 
国の予算が限られる中、現存する情報資源を『知識プラットフォーム（インフラ）』

の構築に有効活用されるべきであり、その中心として JST の科学技術情報資産は有

効な活用が可能である。 
なお JST は、次のようなノウハウを有する他、事業の継続性で強みを有する。 
①情報からの知識抽出、情報をつなぐ加工技術を保有 
②科学技術振興上必要があり、イノベーションの出口側に位置する企業ニーズを

踏まえた情報サービスを展開できる情報コンテンツの蓄積および作成の企画能

力を保有 
③これまでも民間の情報サービス機関との各種契約締結の実績有り 

また民間事業者は、タイムリーな変化を強みとする。 

 
意見 
○科学技術の発展を支える基盤 
・日本のように科学技術立国を目指すには、インフラとしての科学技術情報のデー

タベースが必要である。 
・このようなデータベースは、国の責任で維持すべきであるが、受益者負担をすべ

き部分について適切な価格で提供することも問題ない。 
○国が関与すべき科学技術情報事業 
・一般論で言えば、次のような事業の場合、国が運営に継続的に関与すべきである。 

① 事業に、高いリスクが見込まれる場合 
② 採算性が低い事業 
③ 投資をしてから回収まで、長期間が必要な場合 
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④ 国の方針を推進するために必要な活動 

 
○知識プラットフォーム（インフラ）への貢献も見据えた将来像 
・現状に鑑み、かつ『知識プラットフォーム（インフラ）』等将来も見据え、科学

技術情報の提供を通じて社会に貢献するため、JST 文献情報提供事業のオープン

なビジネスモデルへの転換を図るべきである。 
・官民連携モデル(15)を一つのモデルとして、検討すべき。JST の情報事業が更に

発展するように、公的情報提供機関（国立情報学研究所（NII）、国立国会図書館

（NDL）、特許庁、農林水産技術会議等）との連携や、民間の情報提供機関との

連携を促進し、我が国の知識インフラとして大連携ネットワークの構築に貢献す

べきである。 
・民間の情報機関との連携については、情報流通がより一層促進される仕組みを目

指すべきである。 
・JST のデータベースに含まれる研究論文や研究者のデータは、客観的根拠（エビ

デンス）に基づく政策の企画立案のための貴重なデータであり、科学技術政策へ

の支援としても活用すべきである。 
○将来を見据えた戦略の立案 
・常に先行きを考えて、どのような情報サービスを実施するかという目標を立てて、

事業モデルを考慮すべき。 
・今後の事業展開は、強みと弱みも含めて検討していかないと、判断を間違う可能

性あり。 
・JST の弱みは、公益性への配慮から事業の方向性を決める際に、即時性に欠ける

部分である。一方で継続性が維持できる体制になっている。民間事業者は、利益

追求の必要性から即時性に優れるが、継続性に欠ける面がある。この部分を常に

意識しながら、事業計画を立案すべきである。 
・イノベーションを喚起する上で、異なる領域を交差させることが必要。その観点

で、広い分野の科学技術情報に容易にアクセスできる状況でないと異分野との融

合は図れない。 
○連携モデル例について 
・連携モデルについて、JST が有するノウハウ（前ページ「意見の背景」参照）を

元に考える方法がある。 
・このノウハウを活かすことを考えれば、JST は「異分野の情報を含めて、各種情

報を繋ぐことにより、新しい価値を追究」する方向が考えられる。そのためには、

繋ぐためのコンテンツの加工技術、異分野の情報関連提供機関との連携強化など

の方策が必要である。 
・また、オープンモデルによる、新たなサービスへの貢献も検討すべきある。JST
の情報をオープン化することにより、評価・解析を中心とした次の新たな領域に

貢献することが例として挙げられる。 
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・研究評価サービス 
・解析・可視化サービス 
・新聞・企業情報・有価証券報告書等、様々な情報との連携 
・サイエンスコミュニケーション 
等 
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意見４．JST の情報資産と民間情報関連機関のコンテンツとつなぐ仕組みを検討し、

利用者の視点にたった新しいサービスの創出に貢献せよ 

意見の背景 
機械翻訳技術等の進展等により、日本語が原因となる障壁がなくなることが想定さ

れる。外国の情報機関では、全文情報、テキストだけでなく、物性などの情報も複合

した情報サービスが確立済みである。そのため、先を見据え、情報提供の今後の姿を

考えていく必要がある。 
情報サービスの先行きを推定すると、次のことが考えられる。 
１）全文、マルチメディア化したサービス 

・科学技術文献を含む文献の電子化が進み、全文データの入手が容易化。その

結果、抄録・書誌データからの全文データのリンクが充実 
・動画、画像、音声、臭い、触覚など、五感に直接作用するマルチメディア化

したサービスが実現。それにより、従来のテキストレベルの論文に、動画等が

付加されたマルチメディア的論文や、学会発表を直接閲覧できるサービスが出

現。さらに、それらを整理・分類し検索できるサービスが実現 
２）グローバルな情報サービス 

・機械翻訳の精度が向上し、多言語検索・解析が実現 
３）多種多様な情報を組み合わせたサービス 

・オントロジーやセマンティック Web 技術(9)の向上により、多量のデータから

必要な概念の抽出が簡略化 
なお、今後セマンティック Web 等の新しい情報技術とサービスが拡大する際、そ

の精度向上に JST の各種辞書等のコンテンツは有効と考えられ(16)、これを適正価

格で民間事業者等に開放することで、他の情報サービスの利便性向上に貢献できる。 

 
意見 
○将来の情報サービスへの対応 

・JST の情報事業を展開する方向として次のようなことが考えられる。 
① JST が保有する科学技術情報と、異分野の情報を組み合わせる手法や技術

を開発し、つなぐコンテンツを作成。 
② 外部からつながれ、有効活用してもらうために、JST のコンテンツの形式

も再検討すべき。 
③ JST が保有するコンテンツ等を民間開放し、異分野の情報と組み合わせる

サービスを促進するとともに、これまで利用のなかった業種にもアプローチ

し、利用を活性化する。 
④ これまで単発で提供していた科学技術情報を、他の情報と組み合わせ複合

的に提供することにより、利用者が意思決定手段として利用可能なサービス

を提供していく。 
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・JST が持つ情報資産と民間が持つ様々な情報を組み合わせオープン化すること

で、時代のニーズに合わせた新しいサービスの創出に貢献すべきである。また、

現在の二次情報に付加価値を加えつつ、全文データベースとの併用を考えるべ

きである。 
・JST は、民間に移行する文献情報提供事業も含め、科学技術情報流通のあり方

（これまでにない新しい姿も含む）について企画をしていくべき。その際、社

会の変化や文献情報提供勘定の財務健全化について十分勘案する必要がある。 
・ 近の社会問題の解決には、自然科学の情報だけでなく、社会科学、人文科学

など、分野横断型の情報が必要な場合も出てきている。科学技術情報と異分野・

異業種の情報を組み合わせ、提供していくことが必須になっている。 
○民間事業者との協力による事業の推進 

・解析機能や予測機能等の付加、特許文献との総合利用、他分野の情報とのリン

ク機能の検討が必要である。 
・民間と JST との連携については、基本的には役割分担をして、共存し棲み分け

していく方向。但し、国益のために競合する部分は避けてはいけない。 
・JST からも提案し、民間事業者からの提案も聞き、JST が持つ情報資産と民間

の情報連携を模索すべき。 
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意見５．日本の科学技術情報の発信を、事業を移行する民間事業者とともに考慮すべ

き。新興国を中心とした海外の科学技術情報の取得も、さらに推し進めるべき 

意見の背景 
ライフサイエンスを例にすれば、BRICs の産業規模はすでに日本の 2 倍。それら

の国々では、日本の科学技術情報の需要が高まる可能性がある。また、それらの国々

の情報を取得していくことが必要になっている。 
一般の検索エンジンにおいては機械翻訳を利用し、日本の情報も世界で展開されて

いる。この場合、ある程度翻訳精度が悪くても、専門の情報であれば内容を理解する

ことが可能である。 

 
意見 
○中国の科学技術情報の取得 

・中国の学術文献、論文が増加し、重要度が増している。中国の科学技術情報を

収集し公開することを更に推し進めるべきである。 
・中国の情報については、その重要性も勘案し、現在の JST のデータ品質と同等

程度で継続すべきである。 
○新興国を中心とした海外の科学技術情報の取得 

・英語以外の言語で書かれた新興国の科学技術情報を日本のユーザに届ける努力

が必要である。 
・新興国の科学技術情報は、データの品質を下げ、海外で翻訳する、機械翻訳の

利用等でコストを削減する手法が考えられる。翻訳精度が多少低くても科学論

文であれば、その道で生きる人は理解が可能である。 
○海外への日本の科学技術情報の発信 

・民間への移行が成功したとしても、国内だけを対象にしたビジネスモデルでは、

ガラパゴス化を否定できない状態である。例えば、外資系の出版社、データベ

ース事業者等は世界マーケットで事業展開している。 
・電子出版等の流れで、情報の世界の変化は加速化している。グローバルな視点

で、JST が持つコンテンツが対応できるか、検討が必要。 
・そのため海外でのビジネス展開を含め、民間のノウハウを参考にしつつも、今

後の JST 情報事業の海外戦略を立案すべきである。 
○日本の研究者に対する懸念 

・ 近、日本の企業の研究者・技術者が学術文献を読まなくなる傾向にある。欧

米は逆で、大手出版社が高騰化を続けても、研究者・技術者が学術文献を求め

る状況である。今後の海外戦略の中で、海外と日本の研究者の差を明らかにす

ることも必要である。 
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意見６．利用者への価格面での配慮等 JST の情報資産等を適正価格により開放せよ

意見の背景 
JST 文献情報提供事業の民間への移行により、JST 情報資産をより安価に提供でき

れば、科学技術情報の流通網が広がり、新たな情報サービスの展開も期待される。 
民間への移行に際し、財務、会計の専門家で構成された収益構造検討委員会にて、

JST の収益構造及び民間への移行形態について検討しているが、情報資産の提供は収

益のバランスをとった方法検討も含めるべき。 

 
意見 
○収益構造検討委員会で次の事項を検討すべき 

・提供事業を民間に移行した場合、利用料金が高騰することを避ける方法 
・事業を移行する民間事業者間での競争が激化し市場が荒れる事態を避ける方法

の検討 
・情報資産の民間事業者への提供は通常実施権的な形とし、JST が情報資産の所

有権を有する方法の検討。民間は収益性を重視するので、いざという時の担保

が必要である。 
・JST は利益をあげるというより、むしろ、科学技術、産業にどれだけ波及する

かを考えるべき。それを担保するための民間への移行の形態を検討 
○グローバルな視点 

・海外に依存せず、日本がきちんとしたものを作成し発信していけば、国民の科

学技術情報へのアクセスの機会を保障することにもなるし、さらに対外交渉力

もできる。それを実施すれば、仮に PubMed 等海外の有力な無料データベース

が国策により有料になったときも交渉材料になる。 
・情報は世界に発信・貢献しつつ、情報の国家安全保障的観点も必要。 
・日本の税金を使った研究が生まれる論文が外国のデータベース企業等に流れ、

日本人が再度有料でそれを利用する状況を回避するための対策を講ずるべき。 
○経費節減に関する努力 

・JST は、機械的なデータ作成手法など、民間事業者が行う新しいデータ作成の

手法について、データ作成を移行する民間事業者における経費節減の実現を促

し、JST の情報資産等を適正価格で開放できるよう努力すべき。 
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意見７．移行先の民間事業者とも連携し、利用者の情報リテラシー向上をサポートす

る活動をより一層展開していくこと 

意見の背景 
JST は従前から適合率と再現率を高める情報検索の教育プログラムを実施し、情報

専門家の支援をしてきた。しかし景気後退をきっかけとして、企業等で無料サーチエ

ンジン等により、図書館機能の代替手段ができたと考えられ、企業の「図書館機能」

が縮小し、情報専門家を減少させている。 
それに対し、一部の企業においては、情報部門が「図書館機能」から経営層にも情

報提供できる「企業内情報シンクタンク」に変貌する事例が報告されている(17)。こ

れは、企業の情報専門家が、種々の信頼する情報を得て、加工し、社内展開すること

で、情報の「入手」から情報を戦略立案に資する「意思決定手段」として利用する動

きに移行していることを示している。 
「図書館」の役割が「シンクタンク」のように変化することは、企業だけでなく、

大学、公的機関も同様である。 

 
意見 
○ユーザサポートの継続 

・従前のデータベース利用教育に留まらず、経営戦略立案に資する情報利用の教

育活動を実施すべきである。 
・民間移行後の研修会等教育プログラム・サポートを、民間、JST、関連学協会

などの体制で検討すべきである。 
・利用層を情報専門家からエンドユーザに転換できれば、利用が大きく増加する

と予測。その面で、新しい利用層の開拓ができるサポート活動は重要であり、

実施すべきである。 
・コンテンツ作成の方針立案には、利用者の要望や意向が非常に重要である。利

用者との会合の中で得られる部分もあるので、利用者、事業を移行する民間事

業者、関連学協会、JST が集う機会を作るべきである。 
○今後のサポート活動のあり方 

・事業を移行する民間事業者とも連携し、知的基盤サービスにおいて、情報の有

効活用を推進するための仕組みについては幅広く検討すべきである。 
・人材育成（教育）そのものというより、情報担当者が情報交換できる場を提供

していく環境整備の方が重要である。環境整備（利用者との意見交換の場等）

を民間および関連学協会と協力して実施すべき。 
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意見８．具体的な民間への移行方法や取り決め等は、利用者の視点を重視したサービ

スの提供の実現を前提とすると共に、引き受け先である民間企業の意向も踏まえ、持

続的で民間事業として成り立ち、競争力がある仕組みを構築すること 

意見の背景 
 引き受ける民間事業者の観点からは、JST 提供のコンテンツがユーザにとって魅力

的であることが重要であり、ユーザの観点からは、これまで以上のサービス・品質を

より安価に継続的に利用できることが重要である。また、サービス連携や新たなユー

ザ層も想定するとすれば、様々なサービス展開と選択が可能になるような条件も考え

る必要がある。ただ、現実的には民間事業者の収益性、利用者の利便性、サービスの

継続性の確保を全て 大限にできる理想的な条件設定は難しいと予想され、次善の方

式検討や、考え得るリスクを 小限にする工夫が必要となる。 

 
意見 
○ユーザの観点 

・特許データの民間開放によるサービス事業者の増加は、利用者にとっては好ま

しく、利用者増加の原因になっている。これは価格を含めてサービスの質が変

わったことが原因。JST 事業では適用できない部分、違いを認識しつつも、優

れた先行事例として参考にすべき。 
・第一ステップとして現状のサービスレベルで民間に移行したとしても、更にシ

ステムを進化させるべき。 
○移行先の民間事業者の観点、および JST の観点 

・提供業務の移行先の民間事業者は、JST の情報を単独で販売せず、他の情報と

組み合わせて販売すると思料。こうした販売形態にも対応できるよう、JST が

保有するコンテンツの価値を維持する必要がある。 
・データ作成の移行先の民間事業者の選定は、事業の目的、業務実施の効率性、

データ品質の維持、事業の発展性などを考慮すべき。 
・科学技術情報サービスを利用者のニーズ、科学技術状況の変化、国の方針等に

的確に対応し高レベルのサービス提供の継続的発展をさせるため、JST と、提

供業務を実施する民間事業者、データ作成を実施する民間事業者が、事業遂行

に関する協議を行う場を設けるべき。 
○総合的な観点 

・移行先の民間事業者と JST が、Win-Win の関係を構築すべき。JST が利益を取

りすぎるモデルは成立しない。 
・要件整理を行い、移行モデルを策定しているが、すべての要件を満足するモデ

ルはあり得ない。複数のモデルを考えて、メリットとデメリットを考えながら、

モデルを検討すべき。 
・事業展開を図るうえで、結論ありきで決めてはいけない。リスクマネージメン

トをきちんとすべき。 
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・民間への移行に際し、JST、民間事業者、利用者の立場から考えた様々な問題

分析を行うこと。 
・将来に渡って競争力を確保するため、モニタリング等を実施し、事業スキーム

の変更も含めて見直すことを視野に入れるべき。 
・文献情報提供事業としての複写サービスの実施形態の決定は、提供業務を移行

する民間事業者に一任し、 適な方式を検討してもらうことが望ましい。なお、

JST 情報資料館が保有し、民間が複写を実施できない場合がある文献等の複写

については、当面情報資料館の図書館業務として対応することが妥当である。 
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７．おわりに 

 
JST では、今後 10 年間を見越したわが国の科学技術情報流通のあるべき姿につい

て検討することを目的とし、平成 20 年 8 月に「科学技術情報流通のあり方検討委員

会(以下、委員会)」を発足させた。委員会は、検討結果を 7 つの提言にまとめ、「科

学技術情報のあり方に関する提言」として平成 21 年 2 月に JST 北澤理事長に答申し

た。その後、国立国会図書館の長尾館長をはじめとする多くの関係者の努力により、

「提言」の内容が第４期科学技術基本計画に反映される見通しになっている。 
その「提言」で骨格となる内容は、わが国の公的情報提供機関の強い連携である。

本有識者会議としても、JST、国立国会図書館、国立情報学研究所の情報 3 機関の連

携構築をはじめ、農林水産省農林水産技術会議、特許庁等、公的情報提供機関間の連

携構築が急務であると考える。「提言」の答申後、上記 3 機関をはじめ関係機関が努

力され、これまでにない連携関係が結ばれつつあるが、わが国の知識プラットフォー

ム構築に貢献するという観点が重要であり、更に強い連携関係が構築されることを切

望して止まない。 
本有識者会議においては、「JST が持つ強みと民間活力を活かした連携」と事業の

多方面での展開を期待して「情報資産の継続的な活用」「データの網羅性、継続性を

確保」すべきとの意見を骨格とした。そのため、平成 21 年 2 月の委員会の「提言」

と今回の有識者会議の意見を合わせて、１つの大きな提言になっていると考えている。

つまり、公的情報提供機関間の強い連携のもと、JST、国立国会図書館、国立情報学

研究所、農林水産省農林水産技術会議、特許庁等が、企業、独法国研、多くの公的図

書館、大学、公設試、等との間の結設点の役割を演じてつなぎ、大連携ネットワーク

を構築することを願っている。また近い将来には、参加機関がこのネットワークを通

じて、情報コンテンツのみならず、各種研究データも提供して、e-Science 的な手法

による知識抽出、情報分析等により、科学技術の発展に寄与することを望んでいる。

更に、このネットワークは、客観的根拠に基づく政策の企画立案等、「科学技術イノ

ベーション政策のための科学」の推進に大きな基盤になると考える。 
この公的機関間、公的機関と民間との連携ネットワークインフラこそ、日本の国

際競争力の向上に寄与する、わが国が世界に誇る知識プラットフォーム（インフラ）

になると考えている。 
JST 文献情報提供事業を取り巻く環境は、科学技術情報の無料化の動き等、事業

の実施に厳しい状態にある。そのため、JST は事業の継続により一層の努力していく

ことが必要であるが、公的機関としての面も考慮すれば、『知識プラットフォーム（イ

ンフラ）』の構築に、JST がこれまでに積み上げてきた貴重な知見をもって貢献して

いくべきある。 
JST 文献情報提供事業は、設立以来重要な活動をしていると認識しており、今後

の事業の発展を願う次第である。 
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ＪＳＴ文献情報提供事業のあり方に関わる有識者会議 

スケジュール 

 
１．第１回会議 
 日時： 平成 22 年 8 月 27 日（金）13:00～15:00 
 場所： JST 東京本部 10F 役員会議室 
議題： １．JST 文献情報提供事業を取り巻く現状認識と問題点 

     ２．ＪＳＴ文献情報提供事業のオープンモデルのあり方 

 
２．第２回会議 
 日時： 平成 22 年 11 月 5 日（金）14:00～17:00 
 場所： JST 東京本部 10F 役員会議室 
 議題： １．我が国の知識プラットフォーム（インフラ）の方向性 

２．JST 情報事業の方向性 
３．民間に移行しても継続性が担保される仕組みの構築 
４．官（JST）と民との連携による科学技術情報の利用拡大 

 
３．第３回会議 
 日時： 平成 23 年 2 月 16 日（水）14:00～17:00 
 場所： JST 東京本部 10F 役員会議室 
 議題： 本有識者会議の意見書（素案）検討 

 
４．第４回会議 
 日時： 平成 23 年 4 月 18 日（月）15:00～18:00 
 場所： JST 東京本部 10F 役員会議室 
 議題： １．本有識者会議の意見書（ 終案）検討 
     ２．収益構造検討委員会の検討状況 

 
５．第５回会議 
 日時： 平成 23 年 8 月 9 日（火）10:00～13:00 
 場所： JST 東京本部 10F 役員会議室 
 議題： １．今回の有識者会議に至る経緯 

２．今回の検討のポイント 
３．本有識者会議の意見書（ 終案）検討 
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１．文献情報提供事業の現状
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イノベーション
の創出

市場拡大
（成長・利益）

・研究開発者（大学、企業）
・コーディネーター、知財専門職 ・その他

学協会

•知の統合

•異分野をつなぐ仕組み

研究者・技術者をはじめとする多くの方々に情報を的確に提供し、イノベーションの創出に貢献。
そのために、各情報提供機関、各情報サービス、コンテンツ等を有機的に結び、我が国の総合的

な高度科学技術情報ネットワークを構築していく。

情報提供機関の連携ネットワーク構築

電 子 化

製品開発
～市場投入

初期段階の技術開発
（デモ、プロトタイプ）

発明・概念の実証発見・知識の創造

オ
ー
プ
ン

ア
ク
セ
ス

人
材
育
成

学
協
会
の

機
能
強
化

情
報
技
術

の
開
発

公
益
性

の
向
上

•迅速・的確な情報提供
•利用しやすい内容と形態で提供

•トレンド分析
•新たな視点、ヒントを提供

●情報提供機関のネットワークにより、以下を実現、利用者に提供

農林水産技術会議

大学・
公的研究機関学協会

NII
（国立情報学研究所）

NDL
（国立国会図書館）

特許庁・INPIT

民間企業
（出版社、情報機関）

JST
(科学技術振興機構）

オール・ジャパンオール・ジャパン
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（平成２１年２月「科学技術情報のあり方に関する提言」としてとりまとめ：委員長 大阪大学 理事・副学長 西尾 章治郎）

１．１ 科学技術情報流通のあり方に関する提言（情報ビジョン）１．１ 科学技術情報流通のあり方に関する提言（情報ビジョン）



※ 平成22年5月18日 行政刷新会議（第9回） 資料3-1 事業仕分け第２弾（前半）の評価結果 P3抜粋

※ 平成22年12月7日 閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（参考）その他の情報事業
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１．２ 事業仕分け結果１．２ 事業仕分け結果



科学技術基本政策策定の基本方針 <情報関連抜粋>

P9 国は、被災した地域を中心に、地方公共団体、大学、公的研究機
関、産業界等が連携して、特区制度も活用し、再生可能エネル
ギーや医療・介護、情報通信、先端材料、環境技術など、研究の
いかなるフェーズでも、世界的に競争力のある領域において、官民
の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノベーションの国際
的拠点等の形成に向けた検討を行う。さらに、国は、これらの拠点
を復興、再生のモデルとして、国内外に積極的に情報発信していく。

P11 地球観測、予測、統合解析により得られる情報は、グリーンイノ
ベーションを推進する上で重要な社会的・公共的インフラであり、こ
れらに関する技術を飛躍的に強化するとともに、地球観測等から
得られる情報の多様な領域における活用を促進する。

P13 国民の健康状態を長期間追跡し、食などの生活習慣や生活環境
の影響を調査するとともに、臨床データ、メタボローム、ゲノム配列
の解析等のコホート研究を推進し、生活習慣病等の発症と進行の
仕組みを解明することで、客観的根拠（エビデンス）に基づいた予
防法の開発を進める。さらに、疾患の予兆を発見し、先制介入治
療（先制医療）による予防法の確立を目指す。東日本大震災を受
けて、被災地の人々を中心に長期間の健康調査を行い、疾病等
の予防法開発に活用する。また、大規模疫学研究の推進のために、
医療情報の電子化、標準化、データベース化等の基盤整備を推進
するとともに、個人情報保護に配慮しつつ、これらの情報の有効利
用、活用を促進する。

P16 国は、産学官連携の成果を総合的に検証するため、特許実施件
数や関連収入などの量的評価を推進するとともに、市場への貢
献、研究成果の普及状況、雇用の確保など質的評価を充実する。
また、これらの評価に必要な体制を整備する。

P17 大学や公的研究機関が集積する拠点において、相乗効果を発揮
し、イノベーションを促進するため、機関の垣根を越えた設、設備
の利用、研究成果の一体的な共有や発信を推進する。

P19 国は、大学等の参画機関の協力を得て、研究目的に限り、特許
を無償開放する仕組みを構築する。また、特許と関連する科学技
術情報を併せて収集、公開する仕組みや、知的財産を利用、活
用するための枠組みを整備する。さらに、特許や各種文献を連結、
分析するシステムなど、知的財産関連情報の基盤整備とネット
ワーク化を推進する。

P27 このため、技術流出等について留意しつつ、先端科学技術に関
する国際活動を強力に推進するとともに、国際研究ネットワーク
の充実に向けた取組を進める。

P28 国は、科学技術に関する政策決定に活用するため、海外の情報
を継続的、組織的、体系的に収集、蓄積、分析し、横断的に利用
する体制を構築するとともに、これらに携わる人材の養成を進め
る。

（H23.7.29 東日本大震災を受けて見直した「答申『科学技術に関する基本政策について』に関する意見具申」を決定）
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（H23.7.29 東日本大震災を受けて見直した「答申『科学技術に関する基本政策について』に関する意見具申」を決定）

科学技術基本政策策定の基本方針 <情報関連抜粋>

P30 国は、国際水準の研究の推進や人材の育成と確保、国際的な情
報発信の機会の充実等の取組を多面的に支援する。その際、大
学及び公的研究機関の機関別、研究領域別に評価を行い、その
結果を資金配分に反映する仕組みを検討する。

P37 国は、「知的基盤整備計画」の達成状況を踏まえ、新たな整備計
画を策定し、大学や公的研究機関等を中核的機関として、関係す
る機関との連携、協力による知的基盤の整備及びその利用、活用
を促進する。

P37 国は、利用者ニーズを踏まえた成果の蓄積、データベースの整備
や統合、その利用、活用、既に整備された機器及び設備の有効活
用を促進し、知的基盤の充実及び高度化を図る。また、知的基盤
整備に関する国際的な取組への参画、他国との共同研究の実施、
相互利用の促進、標準化の取組を進める。

P37 国は、研究材料やデータベース等について、緊急時に対応するた
めの体制を構築するとともに、これらの安定的、継続的な運用に著
しい支障を生じるような場合には、柔軟な支援が可能となる仕組み
を整備する。

P38 国は、大学や公的研究機関における機関リポジトリ の構築を推進
し、論文、観測、実験データ等の教育研究成果の電子化による体
系的収集、保存やオープンアクセスを促進する。また、学協会が刊
行する論文誌の電子化、国立国会図書館や大学図書館が保有す
る人文社会科学も含めた文献、資料の電子化及びオープンアクセ
スを推進する。

P38 国は、デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コン
テンツの所在を示す基本的な情報整備、さらに情報を関連付け
る機能の強化を進め、領域横断的な統合検索、構造化、知識抽
出の自動化を推進する。また、研究情報全体を統合して検索、抽
出することが可能な「知識インフラ」としてのシステムを構築し、展
開する。

P38 国は、大学や公的研究機関が、電子ジャーナルの効率的、安定
的な購読が可能となるよう、有効な方策を検討することを期待す
る。また、国はこれらの取組を支援する。

P39 我が国において、科学技術イノベーション政策を推進することが、
経済的、社会的に価値あるものとなるためには、国が、その企画
立案、推進に際して、取り組むべき課題や社会的ニーズについ
ての国民の期待を的確に把握し、これを適切に政策に反映して
いく必要がある。また、これらの政策を広く国民各層に発信し、説
明責任の強化に努めることも必要である。このため、政策の企画
立案、推進に際して、意見公募手続きの実施や、国民の幅広い
参画を得るための取組を推進する。

P42 国は、学協会が、研究者による研究成果の発表や評価、研究者
間あるいは国内外の関係団体との連携の場として重要な役割を
担っていることを踏まえ、そうした機能を強化するとともに、その
知見や成果を広く社会に普及していくことを期待する。また、国は、
研究者コミュニティーの多様な意見を集約する機能を持つ組織が、
社会と研究者との橋渡しや、情報発信等において積極的な役割
を果たすことを期待する。
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P43 国は、「科学技術イノベーション政策のための科学」を推進し、客
観的根拠（エビデンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び
検証結果の政策への反映を進めるとともに、政策の前提条件を
評価し、それを政策の企画立案等に反映するプロセスを確立す
る。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の
研究者の参画を得て、これらの取組を通じ、政策形成に携わる人
材の養成を進める。

P44 国及び資金配分機関は、資金配分の不合理な重複や過度の集
中を避けるため、大学及び公的研究機関に研究者のエフォート
管理の徹底を求めるとともに「府省共通研究開発管理システム
（e-Rad）」を運用し、競争的資金を適切かつ効率的に執行する。

P46 国及び資金配分機関は、ハイリスク研究や新興・融合領域の研
究が積極的に評価されるよう、多様な評価基準や項目を設定す
る。研究開発課題の評価においては、研究開発活動に加えて、
人材養成や科学技術コミュニケーション活動等を評価基準や評
価項目として設定することを進める。また、それが有効と判断さ
れる場合には、世界的なベンチマークの適用や海外で活躍する
研究者等の評価者としての登用を促進する。

P46 国及び資金配分機関は、優れた研究開発成果を切れ目無く次
につなげていくため、研究開発が終了する前の適切な時期に評
価を行う取組を促進する。

P46 国及び資金配分機関は、評価の重複や過剰な負担を避けるため、
他の評価結果の活用を通じて、研究開発評価の合理化、効率化
を進める。

科学技術基本政策策定の基本方針 <情報関連抜粋>
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情報は「基盤整備」から「新たな分野への貢献」へ情報は「基盤整備」から「新たな分野への貢献」へ

基盤整備
•研究情報基盤
•知的基盤

基盤整備
•研究情報基盤
•知的基盤

エビデンスに基づく政策立案エビデンスに基づく政策立案

研究評価研究評価 産学連携産学連携

e-Sciencee-Science

従来 これから

基盤整備基盤整備 知財戦略知財戦略
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知識プラットフォーム
～ 人と知識が双方向で交差する場 ～

１．４ 知識プラットフォームの要件１．４ 知識プラットフォームの要件

＜国内外の情報群（一例）＞

学術・科学・技術 経済・社会
＜各分野の人物＞

国メディア 金融 人物

標準化されたデータ

・新聞
・時事情報

・統計
・法律
・判例
・規制

・マーケット
・為替

・企業情報
・カタログ
・地図
・不動産

・論文・会議録
・特許
・技術報告
・書籍

･研究者
・技術者
・メディア

国民全員が使える情報ツール

大学 企業 国研究機関 メディア ・・・

情報循環を加速

社
会
還
元

論文のイントロダクション等
からの課題抽出

新たな課題

知見・経験
（コメント・レビュー）

リアルタイムな
情報を収集 → 判断の 適化

企業

研究報告

有価証券報告書

マーケット

統計

論文

新聞

特許
人

名寄せ

関連付け

サイエンス
リンケージ

国
際
競
争
力
強
化

論文・技術報告・特許・書籍 ･･･

技術開発プロセス ライフサイクル
プロセス

分析・可視化
予測

情報連携
（関連付け）

製品情報
カタログ

統計情報マーケット
情報

利用者の声
行動履歴

知的好奇心
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応用研究
基礎研究

開発 事業化 産業化 生産 サポート
再利用

本書では西尾先生が、
「知識インフラ」と同義の概念
として提案された
「知識プラットフォーム」
の名称を使用



２．文献情報提供事業の基礎データ
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【産投出資金】
［H20年度より産投出資金を受けず
に自己収入のみで運営］

研究者・技術者が必要とする内
外の科学技術に関する文献・資
料等の抄録等を作成して文献
データベースを整備し、迅速かつ
的確に提供することにより、我が
国の科学技術の振興に寄与。

産投出資金については、科学技
術に関する研究開発・技術開発
を支えるために不可欠なデータ
ベースを整備する研究情報基盤
整備事業費に充当。

○事業内容

国内外から収集した科学技術に関する文献に抄録等を付与した文献情報に関するデータベースを整備し、インターネット等
を活用して、研究者・技術者が利用しやすい形で提供を行うことにより、研究情報基盤の充実を図る。これにより、効率的な
研究開発活動を促し、科学技術の振興を図る。

○計算機入力・処理によるＤＢ化

○抄録（科学技術文献の要約）
の作成

○索引の付与

→100万件規模／年の
データベースを更新

外部協力機関（1１機関）に
委託し作成

・JSTPlusファイル

・JST7580ファイル
【出版物サービス】

●科学技術文献速報

（年間定期購読の分野別抄録誌）

・冊子体：10編 ・PDF版：11編

・Web版：11編

情 報 の 加 工

○データベースの拡充

○JDreamⅡ等機能拡充

情 報 の 提 供

○資料収集

○書誌データベース作成

①研究情報基盤整備事業 ②情報提供事業

・JMEDPlusファイル

・JAPICDOCファイル

・JCHEMファイル

・MEDLINEファイル

情報の収集

【一般勘定】 【 文 献 情 報 提 供 勘 定 】

【JST作成ファイル】

【導入ファイル他】

・医学・薬学予稿集全文DB

【データベースサービス】

【検索サービス】

●SDIサービス

希望のテーマの最新文献情報を

定期的に検索して提供

●検索代行サービス（RS）

●JST文献DB解析可視化サービス（AnVi seers）

【翻訳サービス 他】

日本最大（約5,400万件）の文献情報データベースを提供

【複写サービス】

・国外資料 5,000タイトル規模

・国内資料 12,000タイトル規模

・書誌データベース100万件規模

・JSTPatMファイル

13

２．１ 文献情報提供事業の姿２．１ 文献情報提供事業の姿



【収録件数・利用状況】 (平成２１年度実績)

２．１ 文献情報提供事業の姿 基本情報２．１ 文献情報提供事業の姿 基本情報

○年間約120万件を整備/全収録数5,400万件（平成２２年７月末日現在)

●国内誌：69万件（科学技術関係資料100%網羅）
●外国誌：52万件（主要かつ日本人投稿誌を網羅）

○過去の蓄積から未来を予測
過去の他社製品の技術情報を元に技術の変遷を知り、さらに未来の技術トレンドを予測することができた。（自動車部品メーカー）

○異分野・異業種への進出に欠かせない網羅的情報源
アニマルサイエンス事業やフード事業など、医薬以外の分野も手がけているため、科学技術全分野を収録したJDreamⅡは必須（製薬メーカー）

○網羅性のある非特許文献は知財戦略から必須
他社特許権取得を阻止できた。（プラント建設会社）

公知資料が無いか確認し、必要に応じて複写サービスで原文を取り寄せ、拒絶理由通知等に引用（特許庁）

○信頼できる情報を迅速に入手
救急診療、夜間診療など、利用に必要な時間がわずかしかない状況下で必須のツール(病院)

○東証一部上場企業の70%以上が利用（銀行、証券、不動産、商社、保険、通信、運輸、倉庫、鉄道を除く)

○理工系国立大学のほぼ100%が利用
○科学技術分野のオンラインサービスで第１位

「電子情報ｻｰﾋﾞｽ2008」（データベース白書改題）(財)日本情報処理開発協会編）

【利用シーン：利用者の声より】

○年間の売上げ高 約43億円

14



利用機関別検索回数 企業業種別検索回数

15

教育機関・大
学

39.6%

企業
34.3%

病院
10.1%

その他（ｹﾞｰﾄｳｪｲ
機関等） 4.7%

学協会・公益法
人   1.0%

官公庁
10.0%

個人
0.3%

医薬品
37.8%

化学
12.0%

電気・機械
9.3%

食品
8.5%鉄鋼・金属

6.3%

サービス業他
18.6%

その他の製造
4.6%

情報通信業
1.1%

建設業
0.8%

鉱業
0.1%

農業・林業・漁業
0.5%

卸売・小売業
0.3%

２．２ 文献データベースの基本情報
（１） 利用状況（平成２１年度 JDreamⅡ検索回数）



平成２０年度 平成２１年度
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病院
3.7%

個人
0.1%

学協会・公益
法人
1.6%

企業
68.9%

教育機関・大
学

11.1%

官公庁
7.5%

その他（ｹﾞｰﾄ
ｳｪｲ機関等）

7.1%

その他（ｹﾞｰﾄ
ｳｪｲ機関等）

6.8%

官公庁
6.4%

教育機関・大
学

9.4%

企業
72.1%

学協会・公益
法人
1.7%

個人
0.2%

病院
3.4%

２．２ 文献データベースの基本情報
（２） 売上状況(JDreamⅡ）



JSTは基礎と事業化・産業化をつなぐ中流域に強み

基礎研究 応用研究 開発 産業化

◎JST独自収集誌（※）の利用率は、それ以外の資料に比べて、

・文献データベースで約1.2倍。

・複写で約1.7倍。

使われている。

※ Scopus（注1）、Web of Science（注2)等、著名なデータベースに含まれない資料

技術開発プロセス○収集資料の特徴

事業化

注1 エルゼビア社が提供する世界 大級のデータ量を誇る学術情報ナビゲーションツール
注2 トムソン・ロイターが提供する世界を代表する学術文献データベース

国内の科学技術系資料はJSTがほぼ網羅。
文献データベースの利用、複写ともに95％がJST独自収録誌

17

２．２ 文献データベースの基本情報
（３）JST文献情報提供サービスの強み （１／７）

●外国誌

●国内誌

○利用面

◎ 工学系学協会の会議報告、技術報告、業界誌などが上位を占める（p.18,19）



［参考］

●利用の多いJST独自収集外国誌（例１）

○ SAE Technical Paper Series (Society of Automotive Engineers)
自動車技術者会技術報告（SAE International USA）

○ Papers. American Institute of Aeronautics and Astronautics
米国航空宇宙協会会議録（American Inst. of Aeronautics and Astronautics）

○ Transactions of the American Foundry Society
米国鋳造学会会議録（American Foundry Society）

○ Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
IEEE工業電子工学学会年次会議録（Institute of Electrical and Electronics 
Engineers USA）

18

２．２ 文献データベースの基本情報
（３） JST文献情報提供サービスの強み （２／７）



［参考］

●利用の多いJST独自収集外国誌（例２）
○ Giesserei（鋳造） Giesserei-Verlag DEU

○ Cosmetics & Toiletries（化粧品） Allured Business Media USA

○ Svarochnoe Proizvodstvo（溶接） Tekhnologiya Mashinostroeniya RUS

○ Industrie Anzeiger（工業計器） Konradin-Verlag Robert Kohlhammer DEU

○ Brauwelt（醸造、飲料） Fachverlag Hans Carl DEU 

○ Seifen-Oele-Fette-Wachse（石鹸、油脂、ワックス）
Verlag fuer Chemische Industrie DEU

○ Prepared Foods（加工食品） BNP Media USA

○ Food Processing (Itasca)（食品加工） Putman Media USA

19

２．２ 文献データベースの基本情報
（３） JST文献情報提供サービスの強み （３／７）



検索語 STNファイルをISSNで検索。

0148-7191 SAE Technical Paper Series (Society of Automotive Engineers)

0146-3705 Papers. American Institute of Aeronautics and Astronautics

0065-8375 Transactions of the American Foundry Society

1553-572X Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

0016-9765 Giesserei（鋳造）

0361-4387 Cosmetics & Toiletries(化粧品）

0491-6441 Svarochnoe Proizvodstvo（溶接工業）

0019-9036 Industrie Anzeiger（工業計器）

0724-696X Brauwelt（醸造、飲料）

0942-7694

0747-2536 Prepared Foods（加工食品）

0015-6523 Food Processing

JSTPLUS 47,794 43,387 2,850 6,100 3,205 2,406 6,137 11,497 3,671 3,156 1,786 2,651
1MOBILITY 560
AEROSPACE 3 23,772 31
AGRICOLA 1 1 38 96
ALUMINIUM 335 401 466 179
ANTE 110 6
APOLLIT 4 16 1 433
AQUALINE 5 7
BIBLIODATA 2 2 3 3
BIOENG 36 98 21
BIOSIS 298 784
BIOTECHABS 1
BIOTECHNO 1 1
CABA 3 32 43
CAPLUS 187 189 3,461 2,575 1,492 5,385 766 577 1,045 13
CEABA-VTB 31 43 1 19 2,124 43 2
CERAB 69 7 6
CIVILENG 1 4,655 87 484 94 10 3
COMPENDEX 3,549 6,723 204 312 136 31
COMPUAB 3,506 28 4 1
COPPERLIT 9
CORROSION 87 6 46

Seifen-Oele-Fette-
Wachse（石鹸、油脂、ワッ

JST文献情報提供サービスの強み （４／７）
JSTが独自収集する資料について、STNでの収録状況を調査（その１）

JST文献情報提供サービスの強み （４／７）
JSTが独自収集する資料について、STNでの収録状況を調査（その１）
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検索語 STNファイルをISSNで検索。

0148-7191 SAE Technical Paper Series (Society of Automotive Engineers)

0146-3705 Papers. American Institute of Aeronautics and Astronautics

0065-8375 Transactions of the American Foundry Society

1553-572X Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

0016-9765 Giesserei（鋳造）

0361-4387 Cosmetics & Toiletries(化粧品）

0491-6441 Svarochnoe Proizvodstvo（溶接工業）

0019-9036 Industrie Anzeiger（工業計器）

0724-696X Brauwelt（醸造、飲料）

0942-7694

0747-2536 Prepared Foods（加工食品）

0015-6523 Food Processing

JSTPLUS 47,794 43,387 2,850 6,100 3,205 2,406 6,137 11,497 3,671 3,156 1,786 2,651
DDFU 35
DRUGU 35
ELCOM 2,975 4 7
EMA 517 19 2
EMBASE 2 48
ENCOMPLIT 2,602
ENCOMPLIT2 2,602
ENVIROENG 300
FOMAD 495 93
FROSTI 712 213
FSTA 1,519 1,407 864
HEALSAFE 3 5
INSPEC 1,391 1,200
IPA 1,936 338
ITRD 212 4
LIFESCI 40 25 23
MECHENG 1 17,274 1 474 185 119 15 9
METADEX 908 1,835 3,098 1,030
PASCAL 1,870 2,228 103 1,107 1,001 202
PIRA 1 486 175 6
POLLUAB 1 1
SCISEARCH 209
SOLIDSTATE 5,855 8 26
TEMA 3,768 2,126 2,934 1,481 267
TOXCENTER 75 18 188 188 703 140 90 87 326 3 21
WATER 1

Seifen-Oele-Fette-
Wachse（石鹸、油脂、ワッ

JST文献情報提供サービスの強み （５／７）
JSTが独自収集する資料について、STNでの収録状況を調査（その２）

JST文献情報提供サービスの強み （５／７）
JSTが独自収集する資料について、STNでの収録状況を調査（その２）

21



検索語

0148-7191 SAE Technical Paper Series （Society of Automotive Engineers）

0146-3705 Papers. American Institute of Aeronautics and Astronautics

0065-8375

1553-572X Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

0016-9765

0361-4387

0491-6441 Svarochnoe Proizvodstvo（溶接工業）

0019-9036 Industrie Anzeiger（工業計器）

0724-696X

0942-7694

0747-2536

0015-6523 Food Processing

JSTPlus 47,794 43,387 2,850 6,100 3,205 2,406 6,137 11,497 3,671 3,156 1,786 2,651

104 AeroBase 3
10 AGRICOLA 1 2 39 79

203 AGRIS 2368
33 Aluminium Industry Abstracts 314 559 482 182

305 Analytical Abstracts 1 2 1 1
60 ANTEAbstracts in New Tech & Engineer 109

136 BioEngineering Abstracts 8
5 Biosis Previews® 298 784

399 CA SEARCH® 93 49 2706 1562 1368 3700 631 211 1019 13
50 CAB Abstracts 3 32 43

335 Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts 68 8 6
315 ChemEng & Biotec Abs 31 43 1 19 2144 44 2
317 Chemical Safety NewsBase 1 1
61 Civil Engineering Abstracts. 1 4620 92 484 96 3
56 Computer and Information Systems Abstracts 3358 28 7 1
46 Corrosion Abstracts 83 7 51 3
24 CSA Life Sciences Abstracts 1 66 109 1 32

357 Derwent Biotech Res. 1
134 Earthquake Engineering Abstracts 12

8 Ei Compendex® 3549 7847 204 314 136 31

Brauwelt（醸造、飲料）

Prepared Foods（加工食品）

Seifen-Oele-Fette-Wachse（石鹸、油
脂、ワックス）

DIALOGファイルをISSNで検索

Transactions of the American Foundry Society

Giesserei（鋳造）

Cosmetics & Toiletries（化粧品）

22

JST文献情報提供サービスの強み （６／７）
JSTが独自収集する資料について、Dialogでの収録状況を調査（その１）

JST文献情報提供サービスの強み （６／７）
JSTが独自収集する資料について、Dialogでの収録状況を調査（その１）



検索語

0148-7191 SAE Technical Paper Series （Society of Automotive Engineers）

0146-3705 Papers. American Institute of Aeronautics and Astronautics

0065-8375

1553-572X Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

0016-9765

0361-4387

0491-6441 Svarochnoe Proizvodstvo（溶接工業）

0019-9036 Industrie Anzeiger（工業計器）

0724-696X

0942-7694

0747-2536

0015-6523 Food Processing

JSTPlus 47,794 43,387 2,850 6,100 3,205 2,406 6,137 11,497 3,671 3,156 1,786 2,651

354 Ei EnCompassLit（TM） 2602
57 Electronics & Communications Abstracts 2955 5 7
73 EMBASE 2 48

293 Engineered Materials Abstracts 494 20 15 202
64 Environmental Engineering Abstracts 431
76 Environmental Sciences 431 3 39 97 1 16
96 FLUIDEX 1878 6 1 1426 2
51 Food Sci.&Tech.Abs 4579 1412 1130
53 FOODLINE®Science 1344 271

162 Global Health 3 5
65 Inside Conferences 15181 350 10 2 3 34 2 2
2 INSPEC 1413 1205

74 Int.Pharm.Abs 1936 340
269 Materials Business File 7 36 14 138
624 McGraw-Hill Publications
14 Mechanical and Transport Engineer Abstract 1 16678 299 182 121 6

155 MEDLINE®
36 MetalBase 965 4 102 50 11

144 Pascal 1756 2226 205 1098 989 202
248 PIRA 1 480 174 6
41 Pollution Abstracts 2 16 3
68 Solid State & Superconductivity Abstracts 5556 1 26
95 TEME-Technology & Management 2976 2015 2608 1118 262

149 TGG Health&Wellness DB（SM） 156 851 630
63 Transport Res（TRIS） 82

117 Water Resources Abstracts 1
25 Weldasearch 231
99 Wilson Appl. Sci & Tech Abs 1017 111 20

Brauwelt（醸造、飲料）

Prepared Foods（加工食品）

Seifen-Oele-Fette-Wachse（石鹸、油
脂、ワックス）

DIALOGファイルをISSNで検索

Transactions of the American Foundry Society

Giesserei（鋳造）

Cosmetics & Toiletries（化粧品）
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JST文献情報提供サービスの強み （７／７）
JSTが独自収集する資料について、Dialogでの収録状況を調査（その２）

JST文献情報提供サービスの強み （７／７）
JSTが独自収集する資料について、Dialogでの収録状況を調査（その２）



２．２ 文献データベースの基本情報 （４）ＪＳＴ収集 国内資料の電子化率
（2008年10月調べ）
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２．３ JDreamⅡの社会的役割

※民間シンクタンクの調査結果より

費用

34億

便益 690億※

便益 156億※

時間を節約

経費を節約

情報調査・取得に要する時間を大幅に削減
し、研究開発等の効率化に貢献

他の代替サービスを利用した場合と比べ、
より少ない経費で情報調査・取得が可能

→ 費用対便益 20倍

→ 費用対便益 5倍

受益者負担でサービスを提供
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２．４ 諸外国の状況 （概要）

26

【現在の傾向】
１．全文提供データベース － 抄録は無料

• 出版社が文献・書籍販促の一環として、書誌・抄録データをDB提供社に提供
• 例：Elsevier B.V. Scopus

２．オープンアクセス － 全文も無料
• 学術誌高騰化に対抗するため、公的資金により実施した研究の論文を中心に、

無料で全文まで提供するモデル
• 例：NLM（米国国立医学図書館） PubMed Central

３．公益性のある文献サービス － 抄録は無料、全文も無料提供する場合あり

• 国の科学技術情報政策により、科学技術文献の文献データを無料で提供
• 例１：NAL（国立農学図書館） AGIRICOLA
• 例２：KISTI（韓国科学技術情報研究院） NDSL

４．有料二次データベース
４．１ 化合物系など特徴を有し、サービスを継続

• 例：Chemical Abstracts Service（米国） CAPlus
４．２ 分野を特化し、有力DB提供社にデータを提供しつつ、サービス継続

• 例：The Institute of Electrical Engineering（英国） INSPEC
４．３ 有力DB提供社が買収

• 例：BIOSIS（トムソンが買収）、Compendex（エルゼビアが買収）



２．４ 諸外国の状況 （欧米）

米国の農学関連の学術論文データベースAGRICOLA米国農務省国立農学図書館
（ＮＡＬ）

ドイツ国立科学技術図書館が提供するデータベースサービス。論文の書誌、抄録
まで無料で提供。原文についても、一部の電子ジャーナルについては無料もあり。
DDS、無料提供以外の電子ジャーナルは有料で提供。

Catalogue 
TIB/UB 等

ドイツ連邦政府、ドイ
ツ州政府

ドイツ国立科学技
術図書館（TIB）

世界 大の生物・医学文献データベースMEDLINEをインターネット上で無料公開し
たもの。米国を始め70数カ国で発行された4,600以上の雑誌の16,000,000件以上の
文献情報と抄録を収録。

PubMedアメリカ国立衛生研
究所（NIH）

国立医学図書館
（NLM）

vascoda -
The 
Internetporta
l for 
Scientific 
Information

BL Direct

science.gov

サービス名

vascoda協会
（vascoda e.V.）

英国図書館
（British Library）

米国エネルギー省
（U.S. Department 
of Energy）

科学技術情報局
（Office of 
Scientific and 
Technology 
Information）

提供機関

ドイツの42の公的図
書館、情報機関が共
同で運営。（TIBもそ
のメンバー）出資は、
ドイツ連邦教育研究
省、ドイツ研究協会。

英国の大臣指名の委
員による理事会

米国エネルギー省

所管省庁

英国図書館が無料で提供している雑誌記事・論文検索システム。英国図書館で
も読まれている20,000誌の過去5年間の書誌、抄録が参照可能。原文は、有料で
DDSあるいは電子的手段で提供。

英
国

① 書誌、抄録まで無料で提供。原文の入手は有料。

② 理工学、生命科学、社会科学、人文科学の4分野に分けて、書籍、雑誌論文、
インターネット情報資源というドイツ国内の学術情報を統合検索。

③ 特定分野の収集を実施している図書館、国立の情報研究所等、42の機関が
vascodaに参加。データの供給者は、 virtual subject-specific libraries (ViFas)、情
報協会、その他のポータルを通じて、データを供給している。また、Electronic 
Journals Library (EZB)や、Journals Database (ZDB)、いくつかの図書館協会など
が、Vascodaに関係している。

独

①アメリカ政府の政府科学情報と研究結果を公表するためのサーチエンジンであり、
論文情報については書誌、抄録まで無料で公開。原文で電子資料が存在するもの
については、無料で公開。現時点では、５０百万ページの科学情報を１つのクエリで
サーチできる。また、現時点では、１８００の科学Webサイトへのゲートウエイになっ
ている。
②リンクされたデータベースに検索語を受け渡しその結果を表示する統合検索であ
ることから、各データベースの深い部分まで検索できるとしており（クローリングで対
応可能な「surface web」と比較して500倍以上の情報量がある、としている）、これを
Google Scholar等と比較した優位点としている。
③ 付加的な機能として、特定のテーマ別に更新結果を通知するAlert機能や、検
索対象でフルテキストが利用可能な場合にはより深層までのデータを使って関連性
を判断する”Deep Rank”機能などを有している。
④ 現在は、アメリカの１３の政府機関から、１７の科学技術機関が関与。

概要

米
国
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概要サービス名所管省庁提供機関

１）論文情報、２）特許情報、３）企画、４）ファクト、５）人材、６）技術レ
ポート、７）科学技術ニュース、８）その他を、すべて無料提供。論文情報
については、書誌、抄録、原文まですべて無料で提供。

NDSL 
(National 
Digital 
Science 
Links) 

韓国教育科学技術
部（省）

韓国科学技術情
報研究院（KISTI）

韓
国

中国国内9の科学技術情報機関、図書館による統合型学術文献サービ
ス。書誌、抄録まで無料提供。原文は、その文献を所有する機関がDDS
の形で提供（実費有料）。中国政府が助成した研究の論文が記載されて
いる300の主要学術誌については、NSTLを通じて原文まで無料公開の
予定。参加機関は、ISTIC、中国科学院文献情報センター（LCAS）、機
械工業情報研究所、冶金工業情報標準研究所、中国化学工学情報セ
ンター、中国農業科学院図書館、中国医学科学院図書館、中国標準化
研究院図書館、中国計量科学研究院図書館。システムの管理はISTIC
で実施。

National 
Science and 
Technology 
Library 
(NTSL) 

中国科学技術部
（省）

中国科学技術信
息研究所（ISTIC）

中
国

２．４ 諸外国の状況 （アジア）
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機関名 国 実施主体 データベース名称
提供
言語

収録
範囲

特徴

Chemical Abstracts Service
（ＡＣＳ：米国化学会の下部組織）

米 学協会 CAplus 英語 1907-
化学系の学術論文と特許を含むデータベース。化学物質に着目した索引付けが 大の特
徴。化合物ＤＢ（CAS REGISTRY）とセット利用。Ｒegistry NO.は世界標準になりつつある。

BIOSIS(Thomson Scientific） 米 民間
BIOSIS
(BIOSIS Previews)

英語 1969-
世界 大の生命科学分野関連のデータベース。米国生物化学会等により組織化
されたが、現在は、Thomsonがその著作権を有している。

Elsevier  Engineering Information 米 営利企業 COMPENDEX 英語 1969- 工学全般分野を網羅しているデータベース

The Thomson Corporation 米 営利企業
Web of Science
(SciSearch)

英語 1974-
被引用文献調査が、研究評価指標の一つとなり世界的に利用されるようになった
データベース

The Institute of Electrical Engineering 英 学協会 INSPEC 英語 1898- 物理，電子及び電気工学，コンピューター分野を網羅しているデータベース

Elsevier　B.V. 蘭 営利企業
 
Scopus 英語 1960-

世界の多くの出版社の雑誌を収録し、抄録情報を提供。電子ジャーナルリンクの
他、参考文献リンク、被引用回数等が分かる総合分野のデータベース。

FIZ Karlsruhe 独 政府系 ENERGY,INSPEC他
英語/
独語

1977-
エネルギー分野等数学、原子力、工学等のデータベースを作成しているほか、各
国のＤＢを導入し、提供

ＣＮＲＳ（フランス国立科学研究センター）の下部
組織ＩＮＩＳＴ

仏 国 ＰＡＳＣＡＬ/FRANCIS
英語/
仏語

1973-
科学技術全般のデータベースを作成・提供しており、フランス語と英語等で検索が
可能となっている。

ＶＩＮＩＴＩ（全ロシア科学技術情報研究所） 露
国（ロシア科
学アカデ
ミー）

VINITI文献ＤＢ
英語/
露語

1981- 科学技術全般のデータベースを作成・提供しており、ロシア語で検索が可能

（トムソン・ロイター）
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２．５ 政府機関が連携し、情報を提供している事例
（１） アメリカ Science.gov  ( http://www.science.gov/ )

アメリカ連邦政府の省庁・研究機関等が作成した科学技術分野の２９（現在は約４０）のデータベース、1,700以上
（現在は1,800以上）の関連Webサイトへのポータルサイト。アメリカ連邦政府による e-government 政策に基づいて
2002年12月に公開。１３省庁の１７研究機関に加え、専門図書館が協力。運営はエネルギー省の科学技術情報局
（DOE OSTI）が担当。

アメリカ連邦政府の省庁・研究機関等が作成した科学技術分野の２９（現在は約４０）のデータベース、1,700以上
（現在は1,800以上）の関連Webサイトへのポータルサイト。アメリカ連邦政府による e-government 政策に基づいて
2002年12月に公開。１３省庁の１７研究機関に加え、専門図書館が協力。運営はエネルギー省の科学技術情報局
（DOE OSTI）が担当。

● サイトにおける各機能を関係機関が分担して
開発・運営

・ 検索機能 → 地質調査所（USGS）

・ 分野別にカテゴリー・テーマ選定
→ 商務省技術情報サービス局

（NTIS）

・ サイト全体、ページの管理担当
→ エネルギー省科学技術情報局

（DOE－OSTI）

● 提供コンテンツ（リンク先で提供）は参加機関が
それぞれ提供。
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Science.gov の参加機関

National Institute of Health

Food and Drug Administration

National Library of Medicine  ＊

Department of Health and Human Service

National Archives and Records Administration ＊Office of Scientific and Technical Information (OSTI) ＊

United States Government Printing Office ＊Department of Energy (DOE)

National Science Foundation (NSF)National Library of Education ＊

Scientific and Technical Information Program (STIP) ＊Department of Education

National Aeronautics and Space Administration (NASA)Defense Technical Information Center (DTIC) ＊

Library of CongressDepartment of Defense

Office of Research and Development (ORD) ＊National Technical Information Service (NTIS) ＊

Office of Environmental Information (OEI) ＊National Institute of Standards and Technology (NIST)

Environmental Protection AgencyDepartment of Commerce

National Biological Information InfrastructureUnited States Forest Service

United States Geological SurveyNational Agricultural Library (NAL) ＊

Department of InteriorDepartment of Agriculture

＊はCENDI（科学技術情報のシニア・マネージャーによる省庁間グループ）参加機関

（１９８５年設立）
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参考: CENDI (http://www.cendi.gov/)

2008年12月現在、
13の米国政府機関が加入
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（２） イギリス Intute http://www.intute.ac.uk/ )

高等教育と研究のためのポータルサイト。大学が中心となって運営する４つの分野別ポータルをさらに統合して成立
したサイト。中心組織は実行委員会 ( Intute Executive )があり、４つの分野別ポータルはそれぞれを主催する大学

を中心として運営。合わせて５０以上の大学、図書館、博物館などが参加。実行委員会はマンチェスター大学の
ナショナル・データセンター ( Mimas )が主催。運営費は英国の情報提供システム基盤を財政的に支援している
JISCがAHRC（Arts and Humanities Research Council) の支援を受けて負担。

高等教育と研究のためのポータルサイト。大学が中心となって運営する４つの分野別ポータルをさらに統合して成立
したサイト。中心組織は実行委員会 ( Intute Executive )があり、４つの分野別ポータルはそれぞれを主催する大学

を中心として運営。合わせて５０以上の大学、図書館、博物館などが参加。実行委員会はマンチェスター大学の
ナショナル・データセンター ( Mimas )が主催。運営費は英国の情報提供システム基盤を財政的に支援している
JISCがAHRC（Arts and Humanities Research Council) の支援を受けて負担。

● ４つの分野は以下の通り。

（１） 芸術・人文科学
（主催：オックスフォード大学、

マンチェスターメトロポリタン大学）
（２） 健康・ライフサイエンス

（主催：ノッティンガム大学）
（３） 科学・エンジニアリング・テクノロジー

（主催：マンチェスター大学、ヘリオット・ワット大学）
（４） 社会科学

（主催：ブリストル大学、バーミンガム大学）

● ４つの分野は以下の通り。

（１） 芸術・人文科学
（主催：オックスフォード大学、

マンチェスターメトロポリタン大学）
（２） 健康・ライフサイエンス

（主催：ノッティンガム大学）
（３） 科学・エンジニアリング・テクノロジー

（主催：マンチェスター大学、ヘリオット・ワット大学）
（４） 社会科学

（主催：ブリストル大学、バーミンガム大学）

２．５ 政府機関が連携し、情報を提供している事例
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（３） ドイツ Vascoda ( http://www.vascoda.de/ )

２００３年８月に開設されたドイツの科学技術ポータル。科学技術の全分野に対して分野横断的な検索機能により、
アクセスすることが可能。科学技術関連の電子化資料、印刷された資料を扱っており、Web上で入手可能。
連邦教育研究省（BMBF）とドイツ研究財団（DFG）が後援。ドイツ国内の大学図書館、情報提供機関（データベース

を含む）が保有している資料へアクセス可能。

２００３年８月に開設されたドイツの科学技術ポータル。科学技術の全分野に対して分野横断的な検索機能により、
アクセスすることが可能。科学技術関連の電子化資料、印刷された資料を扱っており、Web上で入手可能。
連邦教育研究省（BMBF）とドイツ研究財団（DFG）が後援。ドイツ国内の大学図書館、情報提供機関（データベース

を含む）が保有している資料へアクセス可能。

● 科学技術分野の7,500万文献をキーワードにより

検索可能。全文情報がリンクされている場合は、リンク
先からデータ（論文）をダウンロード可能。

● ３９の大学図書館、情報提供機関が責任機関となり、
コンテンツを提供。
提供機関には、FIZ-Chemie, Fiz-Technik e. V.
TIBなどの主要な情報提供機関が加入している。

● DFGとBMBFがVascodaに対して資金を提供。

（国費で運営し、コンテンツを無料提供）

● ただし、検索機能はフリーキーワードのみであり、
分野チェックを外して分野を限定するという程度の
絞り込みしかできない（高度な検索式設定は不可）。

● 科学技術分野の7,500万文献をキーワードにより

検索可能。全文情報がリンクされている場合は、リンク
先からデータ（論文）をダウンロード可能。

● ３９の大学図書館、情報提供機関が責任機関となり、
コンテンツを提供。
提供機関には、FIZ-Chemie, Fiz-Technik e. V.
TIBなどの主要な情報提供機関が加入している。

● DFGとBMBFがVascodaに対して資金を提供。

（国費で運営し、コンテンツを無料提供）

● ただし、検索機能はフリーキーワードのみであり、
分野チェックを外して分野を限定するという程度の
絞り込みしかできない（高度な検索式設定は不可）。

２．５ 政府機関が連携し、情報を提供している事例
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（４） 国際協力により進められているポータル(WorldWideScience.org)

グローバルな科学技術ポータルを目指して、アメリカDOE-OSTIが開発。現在はICSTIのプロジェクトとして登録され
ICSTIの資金援助で運営中。１３の国、国際機関が加盟して、各国の科学技術情報（英語化されているもの）を提供。
日本はJSTが代表機関となり、J-STAGE、J-STORE、Journal@rchive、J-EAST（Science Links Japan）を提供。

グローバルな科学技術ポータルを目指して、アメリカDOE-OSTIが開発。現在はICSTIのプロジェクトとして登録され
ICSTIの資金援助で運営中。１３の国、国際機関が加盟して、各国の科学技術情報（英語化されているもの）を提供。
日本はJSTが代表機関となり、J-STAGE、J-STORE、Journal@rchive、J-EAST（Science Links Japan）を提供。

［参加国・機関］

● カナダ（CISTI）
● フィンランド（VTT）
● フランス（INIST）
● 科学出版を可能とする国際ネットワーク（INASP）
● ドイツ（TIB）
● 日本（JST）
● 韓国（KISTI）
● 科学電子図書館オンライン（SciELO）

アルゼンチン・ブラジル・チリ・コロンビア・ポルトガル
スペイン

● 南アフリカ（CSIR）

● イギリス（大英図書館）
● アメリカ（Science.gov）
● アフリカン・ジャーナル・オンライン（AJOL）

アフリカ２４ヶ国の代表
● 科学技術情報に関する国際会議（ICSTI）

［参加国・機関］

● カナダ（CISTI）
● フィンランド（VTT）
● フランス（INIST）
● 科学出版を可能とする国際ネットワーク（INASP）
● ドイツ（TIB）
● 日本（JST）
● 韓国（KISTI）
● 科学電子図書館オンライン（SciELO）

アルゼンチン・ブラジル・チリ・コロンビア・ポルトガル
スペイン

● 南アフリカ（CSIR）

● イギリス（大英図書館）
● アメリカ（Science.gov）
● アフリカン・ジャーナル・オンライン（AJOL）

アフリカ２４ヶ国の代表
● 科学技術情報に関する国際会議（ICSTI）

２．５ 政府機関が連携し、情報を提供している事例
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無料書誌データベース系

Electronic 
Journals 
Library

無料全文データベース系

有料全文データベース系

有料書誌データベース系

検索エンジン系 ※抄録までは無料

※書誌までは無料

２．６ 無料・有料データベースサービス
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２０００年頃からアメリカ、ヨーロッパで議論が始まり、研究者や図書館、情報提供機関を中心として推進する運動が
展開されている。アメリカ、ヨーロッパとも積極的な運動が行われているが、特にアメリカでは、2007年12月に、NIH
助成研究成果のオープンアクセス化に関する法案に大統領が署名して成立したことから、オープンアクセスが加速
している。

２０００年頃からアメリカ、ヨーロッパで議論が始まり、研究者や図書館、情報提供機関を中心として推進する運動が
展開されている。アメリカ、ヨーロッパとも積極的な運動が行われているが、特にアメリカでは、2007年12月に、NIH
助成研究成果のオープンアクセス化に関する法案に大統領が署名して成立したことから、オープンアクセスが加速
している。

（１） アメリカにおける動向について

『2008年9月30日に終了する歳出年度における米国連邦国務省、国外活動および関連事業に対する予算措置、ならびにその他の目的に

関する法律』
（Making appropriations for the Department of State, foreign, operations, and related programs for the fiscal year ending September
30, 2008, and for other purposes. Pub. L. No. 110-161) 

2008年1月11日付け NIH パブリックアクセス方針の改訂

In accordance with Division G, Title II, Section 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008 ), the NIH voluntary Public Access Policy 
(NOT-OD-05-022) is now mandatory.

［改訂点］
（１） 同法の対象を2008年4月7日以降に出版社に受理された、NIHの助成研究者または内部職員による査読済論文とする。

（２） 論文の公表時に生じる出版権や著作権について、このパブリックアクセス方針が適用されることを研究機関・研究者は予め確認
しておく責任がある。

（３） 提出された研究成果は、“PubMed Central”をはじめ、内外のデータベースを通じてアクセス可能とする。

（４） 「査読済原稿」は図表をはじめとする全ての素材を含む。
（５） 2008年5月28日以降、ＮＩＨに提出される助成申込書、提案書、中間報告書でＮＩＨの研究成果を引用する際には、PubMed

CentralまたはNIH 終原稿提出参照番号（NIH Manuscript Submission reference number）を併記すること。

※ 同方針は、ＮＩＨが、NIHの助成を受けた研究機関・研究者に適用するものであり、直接出版社に義務を課すものではない。
（（２）にあるように、『研究機関・研究者』が予め『出版権・著作権』を確認する責任がある ことになっている）

（NIHポリシーは義務化されている)

２．７ オープンアクセスに関する動向
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● オープンアクセスに関する経緯（米国）

2003年6月 著作権法 改定案
“ 連邦政府の資金を受けた研究の成果については、著作権保護の対象外とする ”

2003年7月 下院歳出委員会、NIHに対して「学術雑誌価格の高騰が生物医学情報へのアクセスに及ぼす影響と

その対策」について報告するよう求める。
2004年5月 NIH、上記の要請に対して、報告書「生物医学研究情報へのアクセス」を提出。

・ 医学関係雑誌の値上がり率が急激になっている。
・ そのため、研究者、研究機関を支援する図書館の能力に悪影響を及ぼし、当該分野の情報アクセス

に制約を生じている。
・ オープンアクセス運動は研究の推進における公益性、連邦政府投資に対する効果を追求するNIHの

方針に合致。PubMedCentralの強化による生物医学文献の長期保存と安定的アクセスの達成を構想。
2004年7月 下院歳出委員会、2005年度予算案承認に伴い、NIHに対して、「NIHが助成した研究成果について、出版

６ヶ月後に掲載論文をPubMedCentralに収録し、だれでもアクセスできるようにするべき」と勧告。

この段階では、「出版６ヶ月後」、「掲載論文」の収録 であったことに注意。

2004年9月 NIH、「NIH研究情報への強化されたパブリックアクセス」（通知書）を公表。
・ 査読を反映した 終原稿のデジタル・コピーを助成を受けた研究者（＝著者）がNIHに提出。
・ 提出された原稿は、PubMedCentralに収録し、出版６ヶ月後に誰でもアクセス可能とする。

この段階で、「掲載論文」が「 終原稿」に変化している。

2004年9月 全米出版社協会 専門・学術出版部門（AAP／PSP）など３団体がNIHあてに意見書を提出し、

方針に対して反対を表明。会計検査院に納税者の負担、検閲・統制の危険がないかの調査を要請。
（反対理由）

・ 出版は民間のビジネスであり、民業圧迫である。
・ 出版社は論文の査読プロセスにコストをかけており、質を維持。また、付加価値向上も図っている。
・ 出版社の努力により、医学論文へのアクセスは格段に向上しており、出版６ヶ月後の公開は経営を

圧迫する行為。 38



2004年8月 ノーベル賞受賞者25名が連名でNIHの計画を支持するよう議員に求める意見書を議会に送付。

・ ６ヶ月の出版猶予により、出版社の購読基盤は損なわれない。
・ 研究は日々進歩するものであり、むしろ、即時公開でなければ、真のオープンアクセスではない。

2005年5月 NIHパブリック・アクセス方針 施行
・ NIHから助成を受けた研究者は、その成果として執筆した学術雑誌論文の 終原稿を、刊行後

12ヶ月以内にPubMedCentralに（任意）登録すること。

当初から変化して、（査読済）「 終原稿」を、刊行後12ヶ月以内に、任意で（義務ではない）

登録することに緩和された。

2008年1月 NIHパブリック・アクセス方針を改定（前述）

学術論文の投稿から出版までのプロセス学術論文の投稿から出版までのプロセス

出版社

研究者

複数の研究者による査読、編集
（投稿した研究者とのやりとりにより
原稿の追記・修正あり）

論文原稿

査読者コメント
研究者によるフィードバック

査読済 終原稿
学術ジャーナルとして出版

終刊行物中の論文
（編集済・査読済の書式の
整った製品）
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（２） フランス・欧州における動向について

『オープンアクセス』という言葉は、2001年12月のブダペストで開催された会議で提唱された概念であり、その後も
2003年10月のベルリン宣言で、フランスのCNRS、INISTが署名して、組織を上げてオープンアクセス運動を促進
していくことを表明するなど、欧州各国で動きは活発である。また、欧州研究会議（European Research Council）
がオープンアクセスに関する指針を2006年12月に発表するなど、アメリカに続く勢いである。ただし、アメリカと異なり

「著作権」「知的財産権」について一定の配慮が働いており、出版社との利害関係を調整しようとする動きがある模様である。

『オープンアクセス』という言葉は、2001年12月のブダペストで開催された会議で提唱された概念であり、その後も
2003年10月のベルリン宣言で、フランスのCNRS、INISTが署名して、組織を上げてオープンアクセス運動を促進
していくことを表明するなど、欧州各国で動きは活発である。また、欧州研究会議（European Research Council）
がオープンアクセスに関する指針を2006年12月に発表するなど、アメリカに続く勢いである。ただし、アメリカと異なり

「著作権」「知的財産権」について一定の配慮が働いており、出版社との利害関係を調整しようとする動きがある模様である。

● オープンアクセスに関する経緯 （フランスを中心として）

2000年3月 （欧州） オープンアクセスに関するブダペスト宣言 （Budapest Open Access Initiative）
2003年1月 （欧州） 科学および人文学の知識へのオープンアクセスに関するベルリン宣言

（Berlin Open Access Initiative）
フランスのCNRS、INISTが署名して運動の促進を表明。

2005年3月 （フランス） CNRSはフランス国内の他研究機関（ISERM、INRIA、INRA）と共同でオープンアクセス

の促進、機関リポジトリを構築する方針を発表。
2006年6月 （フランス） CNRSに所属する研究者が作成した研究論文をHAL（CNRSが開発したオープン・アーカイブ

のための仕組み）に登録するように求める声明を発表。
2006年7月 （フランス） 国レベルで研究成果のオープン・アーカイブを構築するとの合意文書が成立。

（CNRS、ISERM、INRIA、INRA、CPU、高等専門学校会議（グラン・ゼコール）が参加）
2006年12月 （欧州） 欧州研究会議がオープンアクセスに関する指針を発表。

「出版物刊行後６ヶ月以内に、ERCが助成した研究に関する、ピアレビュー済の出版物を
PMCのようなレポジトリに搭載し、無償で公開すること」

2007年1月 （欧州） 欧州研究諮問委員会（European Research Advisory Board）がEU第７次研究開発フレーム
ワーク（FP７）の助成を受けた研究成果にはオープンアクセスを義務づけるようにECへ勧告。

2007年9月 （フランス） CNRS傘下の原子・素粒子物理研究所（IN2P3）が、研究所所属の研究者の論文を国際
コミュニティが無料で利用できるよう、英国物理学会のJournal of High Energy Physicsと
協定を締結。（IN2P3が出資して無料公開可能とする） 40
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参考：欧州でのオープンアクセス義務化の動き

「デジタル時代の学術情報: アクセス，提供，保存に関する通知」
（Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic
and Social Committee on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation）

ECは2007年2月15日，通知（Communication）を発し，欧州議会，欧州理事会および欧州経済社会評議会に

対して学術情報の現状と課題についての情報提供を行った。この通知において学術情報の現状・課題を整理
するとともに，学術情報に関するECの考え方と2007年以後に執り行う施策を示しており，一種の政策文書で
あるといえる。ここでは科学情報へのアクセスおよび普及、そしてEU内の科学情報の保存戦略の重要性を

強調し、政策プロセスを示すことを目的としている。

○科学情報の重要性
すべての研究はその前に行なわれた研究をもとに行なわれる。そして研究は科学者が科学的な出版物や研究
データへアクセスできるか、もしくは共有しているかによって左右される。科学的な成果の迅速で広範な普及は
イノベーションを促進し、研究活動の重複を避けることが出来る。ただし、初めに研究者が利用するためや商業
的な目的による遅れは正当化できる。科学情報が公開されるシステムは、科学情報の認証と普及に重要である
ため、研究助成の政策方針やヨーロッパの研究の質に大きな影響を持っている。公的機関はヨーロッパの研究
への財政的助成の3分の１を占め、それゆえに科学情報を 適化することに興味を持っている。ECの助成金は
高く、2007年から2013年にかけて500億ユーロ投資する。

「デジタル時代の学術情報: アクセス，提供，保存に関する通知」
（Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic
and Social Committee on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation）

ECは2007年2月15日，通知（Communication）を発し，欧州議会，欧州理事会および欧州経済社会評議会に

対して学術情報の現状と課題についての情報提供を行った。この通知において学術情報の現状・課題を整理
するとともに，学術情報に関するECの考え方と2007年以後に執り行う施策を示しており，一種の政策文書で
あるといえる。ここでは科学情報へのアクセスおよび普及、そしてEU内の科学情報の保存戦略の重要性を

強調し、政策プロセスを示すことを目的としている。

○科学情報の重要性
すべての研究はその前に行なわれた研究をもとに行なわれる。そして研究は科学者が科学的な出版物や研究
データへアクセスできるか、もしくは共有しているかによって左右される。科学的な成果の迅速で広範な普及は
イノベーションを促進し、研究活動の重複を避けることが出来る。ただし、初めに研究者が利用するためや商業
的な目的による遅れは正当化できる。科学情報が公開されるシステムは、科学情報の認証と普及に重要である
ため、研究助成の政策方針やヨーロッパの研究の質に大きな影響を持っている。公的機関はヨーロッパの研究
への財政的助成の3分の１を占め、それゆえに科学情報を 適化することに興味を持っている。ECの助成金は
高く、2007年から2013年にかけて500億ユーロ投資する。
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（３） イギリスにおける動向について

イギリスのウェルカム財団（Wellcome Trust）は、1936年に設立した民間の研究助成団体で、ヒト及び動物の健康に
関する研究に助成を行っている。イギリスでは生物・医学系の 大の非政府系女性団体として知られている。2006年
10月から、財団が助成した研究の成果報告である論文は、PubMedCentralおよびそのミラーサイトであるイギリスの
UK PubMedCentaralに掲載し、無料で読めるようにするとの方針を発表している。また、公開するに当たり、論文を

発行する出版社に、オープンアクセス化する場合に係る経費を財団が補助することを発表し、各出版社と合意して
いる。これは、オープンアクセスについて、出版社側の事情に配慮したもう一つのケースであるということができる。

イギリスのウェルカム財団（Wellcome Trust）は、1936年に設立した民間の研究助成団体で、ヒト及び動物の健康に
関する研究に助成を行っている。イギリスでは生物・医学系の 大の非政府系女性団体として知られている。2006年
10月から、財団が助成した研究の成果報告である論文は、PubMedCentralおよびそのミラーサイトであるイギリスの
UK PubMedCentaralに掲載し、無料で読めるようにするとの方針を発表している。また、公開するに当たり、論文を

発行する出版社に、オープンアクセス化する場合に係る経費を財団が補助することを発表し、各出版社と合意して
いる。これは、オープンアクセスについて、出版社側の事情に配慮したもう一つのケースであるということができる。

Wellcome Trust
● 薬学分野の先駆者であるサー・ヘンリー・ウェルカム氏の

遺産を基金として1936年に設立。
● 基本財産は150億ポンド（3.1兆円）。助成の他、基本

財産を運用。
● 医学・生物学の研究に対して助成。
● 年間6億ポンド（1,200億円）の助成を実施。

財団助成研究の主な成果
● マラリア治療薬の開発
● 低コストで効率的な性感染症の診断法開発
● 過食症に対する心理学的な治療法の開発
● ヒトゲノム研究
● 皮膚ガン遺伝子の発見

財団の施設など
● 病院
● 未熟児の治療施設

（ http://www.wellcome.ac.uk/index.htm ）
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（４） 機関リポジトリの動向について

前記の「オープンアクセス」に関する動向で述べたように、国・公的機関が運営するサイトで助成した研究成果（論文）
を公開する以外に、研究者、研究機関が自らサイトを構築し、論文を公開するケースもある。これを「機関リポジトリ」
といい、「研究機関がその知的生産物を電子的な形態で集積・保存し、公開するために設置するもの」と定義されて
いる。日本では国立情報学研究所が学術機関の機関リポジトリ構築を支援しており、詳細情報も取りまとめられて
いる（http://www.nii.ac.jp/irp/）。ここでは海外の経緯と動向について記載する。

前記の「オープンアクセス」に関する動向で述べたように、国・公的機関が運営するサイトで助成した研究成果（論文）
を公開する以外に、研究者、研究機関が自らサイトを構築し、論文を公開するケースもある。これを「機関リポジトリ」
といい、「研究機関がその知的生産物を電子的な形態で集積・保存し、公開するために設置するもの」と定義されて
いる。日本では国立情報学研究所が学術機関の機関リポジトリ構築を支援しており、詳細情報も取りまとめられて
いる（http://www.nii.ac.jp/irp/）。ここでは海外の経緯と動向について記載する。

※ Peter Suber 氏（米国インディアナ州立大学アールハムカレッジ）による上記サイトから関連部分を抜粋。

オープンアクセスに関する時系列表（http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm）

２０００年３月 オープンアクセスに関するブタペスト宣言
２００１年９月 オーストラリア国立大学、E-print Institutional Repository を構築

２００３年１月 オープンアクセスに関するベルリン宣言
SPARK が「機関リポジトリチェックリスト及びリソースガイド」を出版

２００４年６月 Elsevier社、著者が機関リポジトリへ自らの査読済 終原稿を掲載する際の条件を提示。

２００４年７月 教育及び研究に関する著作権のゲッティンゲン宣言
・教育及び研究のためには、いつ、どこからでも世界規模の情報にアクセスできることが保障されるべき。
英国下院科学技術委員会がジャーナル高騰問題に対して、オープンアクセスを提唱。方法として、著者の所属機関の
機関リポジトリを通じたオープンアクセスを提案し、他の方法についても検討するべきと主張。

２００４年１０月 SAGE社（出版社）、著者に対して査読済原稿（Preprint）を機関リポジトリに掲載することを例外なしに許諾。

２００６年７月 ２５の米国の大学が公的助成を受けた研究のオープンアクセス化を求める公文書に署名。
２００６年８月 ストックホルム大学が自大学の研究成果を可能な限り機関リポジトリに掲載するというポリシーを制定。
２００７年２月 機関協力委員会（Committee on Institutional Cooperation）、出版前原稿を機関リポジトリに搭載する権限を保持する

ことを明言した出版協定に関する宣言を公開。
２００７年５月 イリノイ州立大学アラバマ－シャンペーン校、ミネソタ大学、ウイスコンシン大学マディソン校が上記委員会の宣言を

採用。
２００７年６月 Springer社、及びオランダの研究図書館コンソーシアムUKB、オープンアクセスイニシアティブに対する協力を宣言。

（UKB構成機関からの助成研究については、刊行論文をオープンアクセス化。UKB構成機関による機関リポジトリ投稿
も許諾。この協力は試験的なもので、ステークホルダーが評価して今後の継続を決める模様）

２００７年１１月 ニュージーランド政府及びニュージーランド国立図書館はニュージーランド国内の機関リポジトリを横断検索する仕組み
であるKRIS （Kiwi Research Information Service）を構築。 43
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海外では、約95％の雑誌について、出版社はセルフアーカイビングを認めている

雑誌別 ： 94.9%がグリーンジャーナル（セルフアーカイブ可）
出版社別 ： 62.9%がグリーンジャーナル（セルフアーカイブ可）

（４） 機関リポジトリの動向について（セルフアーカイビング）

44出典：http://romeo.eprints.org/stats.php

63.2%（6440）
postprint可

31.7%（3228）
preprint可

5.1%（522）不可

51.2%（268）
postprint可

11.7%（61）
preprint可

37.1%（194）

不可

雑誌別 出版社別

※ グリーンジャーナル<Green Journal>
著者 終版(Author’s final version)の機関リポジトリ登録が認められている雑誌

94.9%が

グリーンジャーナル

62.9%が

グリーンジャーナル

preprint=査読前原稿
postprint=査読済 終原稿

２．７ オープンアクセスに関する動向



（４） 機関リポジトリの動向について（セルフアーカイビング）

グリーンジャーナルリスト
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著者はpre-print (査読前)をアーカイブできない

著者はpost-print (査読済み 終原稿)をアーカイブできない

（http://www.sherpa.ac.uk/romeo.phpより）

ACSのように、セルフアーカイビングを認めない出版社もある

セルフアーカイビングについてのＡＣＳ（米国化学会）のポリシー
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（４） 機関リポジトリの動向について（セルフアーカイビング）
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２．８ ＪＳＴの情報資源

豊富な辞書群

① 科学技術用語辞書 約８３万語（約１８万概念）
（同義語・異表記を体系的に整備した辞書）

② シソーラス 約５万語
（用語の上位/下位などを体系的に整備した辞書）

③ 機関名辞書 約５万機関（約３０万名称）
（機関名の異表記、省略、統合等を体系的に整備した辞書）

④ 特許技術用語辞書 約４７万語（約９万概念）
（特許特有の技術用語と科学技術用語の関係を体系的に整備した辞書）

⑤ 化学物質辞書 約２８５万件
（有機低分子化合物の辞書）

⑥ 著者名寄せ辞書 約５,０００万件
（科学技術文献の著者名を自動名寄せした辞書）
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各種辞書（科学技術用語辞書・機関名辞書・特許用語辞書・化学物質辞書、著者名辞書）

○ 用語辞書（科学技術用語辞書・シソーラス） ○ 機関名辞書

○ 特許技術用語辞書 ○ 化学物質辞書

例：「ワープロ」の特許を探したい
例：「メタミドホス」について掲載されている論文を探したい

例：「狂牛病」について書かれた論文を探したい。 例：「東大」の人が書いた論文を探したい。

論文によって、所属機関名の表記はさまざま

表記例： 東大 東京大 東京大学
Tokyo University Univ. of Tokyo ・・・

機関名
辞書

「東大」
全ての表記の論文を
検索結果として表示

特許には一般技術用語と違う表現が用いられている 化学物質の表現は、「慣用名」「IUPAC名」などさまざま

膨大な量の文献や特許、化学物質名等のデータ、整理手法のノウハウ等の実績が必要

これらの辞書を整備するには・・・・

同じ概念でも同じ用語で表記されるとは限らない

特許技術
用語辞書

「ワープロ」 「文書編集装置」

用語
辞書

化学物質
辞書

表記例：牛海綿状脳症、BSE、狂牛病、ウシ海綿状脳症・・・

全ての表記の論文を
検索結果として表示「狂牛病」

表記例： メタミドホス ホスホルアミドチオ酸Ｏ，Ｓ‐ジメチル
タマロン モニトル オルト９００６

全ての表記の論文を
検索結果として表示

「メタミドホス」
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文献データベースの整備に際し、抄録作成・索引付与の工程中に人手によるチェック、データ作成・編集を
行うことでデータを蓄積。定期的にデータを更新。

資料収集

書誌データベース作成

採

択

書誌作成
書誌データベース

データ作成支援
システム

抄録作成・索引付与
文献管理
システム

公開

抄録・索引作業： 文献を参照しつつ、人手で作業

抄録・索引作業は、専門的な視点をもつ「人」の判断による作業
（現在のデータベースの品質を保ちつつ自動化する技術が存在しない）

・索引辞書（シソーラス）に存在しない「新しい概念」等は、フリータームとして蓄積
・定期的に用語辞書の新語追加・拡充等を実施。
・主題に関係の深い有機低分子化合物を選択し、索引。

新規に発生した化合物であれば、新規に辞書に追加（月間１万物質以上）

（参考） 辞書データ作成のプロセス
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① 科学技術用語辞書（同義語・異表記を体系的に整備した辞書）

● 約１８万件の概念、約８３万語を整備
● 文献データベース作成工程から生じた新しい用語を逐次追加
● 既登録との用語の関係（概念の広さ、包含関係、関連した専門用語との関係）を整理しつつ登録

例： 大規模電子用語辞書上での「糖原病２型」

代謝性脳疾患

糖原病

上位語

Glycogen Storage Disease Type Ⅱ
Glycogen Storage Disease Type Ⅱ
Glycogen Storage Disease Type Ⅱ
Type 2 glycogenosis
Type Ⅱglycogen storage disease
Type Ⅱglycogenosis
Pompe disease
Pompe disease
Pompe’s disease
Pompe’s disease
Generalized glycogenosis
Generalized glycogenosis
Glycogen Storage Disease Type Ⅱ
TypeⅡglycogen storage disease
Acid malatase deciency

糖原病２型

糖原病Ⅱ型

２型糖原病

Ⅱ型糖原病

Ｐｏｍｐｅ病

ポーンプ病

ポンペ病

全身型糖原病

全身性糖原病

２型糖原貯蔵障害

酸性マルターゼ欠損症

同義語

英 語日本語用語間の関係

表記揺れ
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● 約５万語を整備（２００８年度版）
● 用語間の上位／下位概念、包含関係等を体系的に整理
● 定期的に改訂し、技術の進展に対応。

例：シソーラス上での「エアコン」
→ 文献によって、様々な表記がなされており、検索の利便性を高めるために用語を統一。

空気調和装置（くうきちょうわそうち）

NT（下位語）

・インバータエアコン
・カーエアコン
・パッケージエアコン

BT（上位語）

・装置
RT（関連語）

・建設設備
・暖房装置
・冷却コイル
・冷房装置

装置

空気調和装置

インバータ
エアコン

カーエアコン

パッケージ
エアコン

開閉装置

化学装置

② シソーラス（用語の上位/下位、同義関係、類義関係などを分類し、体系化した辞書）
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参考：シソーラス「装置」の表記
装置(ソウチ)
IA11
UF 糸停止装置

紙揃え装置
急停止装置
坑道開削装置
湿し装置
立坑開削装置
不活性ガス装置

NT 暗号装置
安全装置
安定器
案内装置
移送装置
位置決め装置
・ 座標測定機
インキュベータ
・ 培養装置
・・ ケモスタット
インク装置
エアカーテン
エアレーション装置
液化装置
送り装置
加圧装置
開口装置
回収装置
開閉装置【電気】
・ GIS【スイッチ】
・ 遮断器
・・ ガス遮断器
・・ 気中遮断器
・・ 空気遮断器
・・ 真空遮断器
・・ 漏電遮断器
・ 接触器
・・ 電磁接触器
・ 断路器
・ 電力開閉器
・・ 真空開閉器
・・ 電磁開閉器
・・ 負荷開閉器

化学装置
・ イオン交換装置
・ 改質炉
・ 気泡塔
・ 吸収装置
・・ 吸収塔
・ 吸着装置
・ 晶析装置
・ 充填塔
・ 蒸発缶
・・ 多重効用缶
・ 蒸留装置
・・ 蒸留塔
・ スプレー塔
・ 接触装置
・ 段塔
・・ 多孔板塔
・ 抽出装置
・・ 抽出塔
・・ ミキサセトラ
・ 沈降槽
・ 濡れ壁塔
・ 反応器
・・ 移動層反応器
・・ 回分反応器
・・ 撹拌槽反応器
・・・ 連続撹拌槽反応器
・・ 管型反応器
・・ 高圧反応器
・・ 固定層反応器
・・ 断熱反応器
・・ 等温反応器
・・ 塔型反応器
・・ トリクルベッド反応器
・・ バイオリアクタ
・・・ 発酵槽
・・・・ スラッジ発酵槽
・・ 微分反応器
・・ 噴流層反応器
・・ マイクロリアクタ

・・ 膜反応器
・・ 流通反応器
・・ 流動層反応器
・・・ UASB
・・ ループリアクタ
・ 坩堝
滑車装置
換気装置
監視装置
・ 監視制御システム
・ 放射線モニタ

観測装置
ガス発生機
柄出装置
記憶装置
・ RAM【メモリ】
・・ DRAM
・・ FeRAM
・・ MRAM
・・ PRAM【メモリ】
・・ SRAM
・ ROM【メモリ】
・・ PROM
・・・ EEPROM
・・・ EPROM
・・・ フラッシュメモリ
・ 映像メモリ
・ 外部記憶装置
・ キャッシュメモリ
・・ キャッシュコヒーレンシー
・ 光学メモリ
・・ 光磁気メモリ
・・ ホログラムメモリ
・ 主メモリ
・ 磁気メモリ
・・ 磁気テープメモリ
・・ 磁気ディスクメモリ
・・ 磁性薄膜メモリ
・・ 光磁気メモリ
・ スタティックメモリ
・・ SRAM

・ ダイナミックメモリ
・・ DRAM
・ 大容量メモリ
・ 半導体メモリ
・・ 集積回路メモリ
・ バッファメモリ
・ 非破壊読出メモリ
・ 不揮発性メモリ
・ 補助メモリ
・ 連想メモリ
給排紙装置
供給装置
・ 給糸装置
・ 給餌機
・ 給水装置
・・ 給水ポンプ

記録装置
・ 磁気記録装置
・・ 磁気テープ記録装置
・・・ テープレコーダ
・・・ ビデオテープレコーダ
・・ ディスクアレイ
・ 録音装置
・・ テープレコーダ
・ 録画装置
・・ VCR【録画装置】
・・ ビデオテープレコーダ
・・ ビデオデッキ
金属検出装置
漁労装置
空気調和装置
・ インバータエアコン
・ カーエアコン
・ パッケージエアコン
空力減速装置
・ パラシュート
掘削装置
・ 坑口装置
組立装置
・ 自動組立機
軍用装置

計算機周辺装置
・ オフライン装置
・・ データ作成装置
・ 外部記憶装置
・ 入出力装置
・・ 出力装置
・・・ 音声出力装置
・・・ 図形出力装置
・・・ 文字出力装置
・・ 電子黒板
・・ 入力装置
・・・ 音声入力装置
・・・ 図形入力装置
・・・・ タブレット
・・・・ ディジタイザ
・・・ マウス【計算機】
・・・ 文字入力装置
・・・ ライトペン
係船装置
警報装置

結晶学装置
・ X線回折計
懸架装置
・ 独立懸架装置
・ 流体懸架装置
高圧装置
・ アンビル
・・ ダイヤモンドアンビル
工具交換装置
鉱山運搬装置
拘束装置
・ シートベルト
降着装置
航法装置
高揚力装置
・ スラット
・ フラップ
混合装置
・ 撹拌機
・ 撹拌槽
・ コンクリートミキサ

・ 混ねつ機
・ スタティックミキサ
・ 密閉混合機
採油装置
・ 採油ポンプ
さく孔機搭載装置
・ 試錐機械
・ ジャンボドリル
殺菌装置
撮像装置
・ イメージセンサ
・ ビデオカメラ
・・ CCDカメラ

識別装置
・ IDシステム
・・ RFID
試験装置
・ 回路試験器
・・ 論理解析器
・ 生地試験機
・・ アミログラフ
・・ ファリノグラフ
指示装置
湿度調節装置
・ 加湿器
・ 除湿器
始動装置
霜取装置
車高調整装置
集電装置
・ パンタグラフ
種子繰出装置
出改札装置
照合装置
照射装置
衝突防止装置
・ 衝突検出器
・ 自動衝突予防援助装置
消波装置
処理装置

（以下、省略）
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● 約５万機関、３０万名称を整備し、提供中。
● 論文や特許中の著者の所属機関名の「表記ゆれ」を吸収し、検索の利便性を向上させる辞書

例１．文献の種類ごとに機関名の表記が異なる場合

学術論文（学協会誌）
東京大学大学院 新領域創成科学研究科

予稿集
東大院 新領域
東京大院（新領域）

英語文献での表記
University of Tokyo
Tokyo University
Tokyo Univ.

どれを入力しても同じ検索結果にする。
（辞書がなければ同じ文字列のものしか
回答されない）

例２．企業や大学等の統廃合があり、機関名が昔と今で異なる場合

東京都立大学
東京都立科学技術大学
東京都立保健科学大学
東京都立短期大学 2005年4月

首都大学東京 左記のいずれで入力しても
検索可能とする。

安田火災
日産火災

2001年4月
損保ジャパン 左記のいずれで入力しても

検索可能とする。

③ 機関名辞書（機関名の異表記、省略、統合等を体系的に整備した辞書）
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● 約９万概念（約４７万語）を整備。
● 特許で用いている表現は、論文中の専門用語や一般的な表現と異なるため、

特許と論文を同時に検索するためには、「特許の表現」と「論文の表現」を一致させる辞書が必要

CPU半導体計算装置

FD
フロッピーディスク

電子情報記録媒体

磁気記録装置

リムーバブル記録媒体

DRAM
（ダイナミックランダムアクセスメモリ）

半導体記憶装置

半導体メモリ

ワードプロセッサ

ワープロ

文書編集装置

文書作成装置

文書処理装置

論文での表現（一般的表現）特許用語

例：特許用語と論文での表現の違い

④ 特許技術用語辞書（特許特有の技術用語と科学技術用語の関係を体系的に整備した辞書）
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特 徴
● 有機低分子化学物質の化学構造および各種名称データを収録
● 化学構造に基づいてシステムで同定、日化辞番号を付与(立体異性まで識別)
● 約285万件のデータを収録。毎月約１万件のデータを追加
● 年間登録される新規の化学物質は約１４万化学物質

データ源
① 初期データのデータ源

・化審法が定める「既存化学物質名簿」に記載の化学物質及びその後官報に公示された化学物質
・労働安全衛生法(労安法)によって定められ、官報に公示された化学物質
・米国保健教育福祉省発行のRTECSに記載された化学物質 等
・教科書、ハンドブック類（医薬品、農薬、試薬、染料・色素、食品添加物、天然物など）

② 現在のデータ源
・書誌データベースの収録文献の化学物質
・化審法、労安法によって定められ官報に公示された化学物質

対象物質
・原則として有機低分子化合物のみ

ただし、以下の物質も含まれる。
① 平面構造以上で構造明確な、水素を除く構成原子数が247以内（ベンゼンやアスピリン）
② 組成比が確定している有機酸、無機酸の金属塩などに限定される、一部の無機化合物（硫酸、塩酸など）
③ 相対的な立体構造のみ判別している化合物、ラセミ混合物、付加塩
④ ③の混合物
⑤ 構造が不明か総称的名称など、名称のみで扱われる化合物（ジクロロベンゼン、シスプラチンなど）

次ページに「日化辞Web」の画面例

⑤ 化学物質辞書（有機低分子化合物の辞書）
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⑥ 著者名寄せ辞書（文献の著者名を自動名寄せした辞書）

【特徴】
●JSTが所有する文献データベース（1981～）、特許庁が所有する公開公報、公表公報、

再公表公報（1993～）、米国医学図書館が提供するMEDLINE(1993～を対象）について、
自動名寄せ。その精度は、再現率、適合率ともに平均90%以上と極めて高い精度。

【名寄せの利点】
●海外の論文に投稿した論文と国内の論文では、名前や所属の表記が異なるため、

的確に把握することは不可能。
例） 田中 太郎 と TANAKA.T

●更に同姓同名や研究者の異動等がそれを更に難しくしている。
JSTでは、共著や研究テーマなど、整理・分類・体系化された文献情報を元に、名寄せを実施、
平成22年6月、J-GLOBAL経由で提供を開始。今後、評価サービス等に高い応用性。
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例） 名寄せ結果（組織や表記が違っても名寄せ）
北沢宏一【200901100457227208】

北沢宏一 (東大)、

北澤宏一 (科学技術振興機構)
・・・・

北澤宏一 (ＪＳＴ)
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３．オープンモデル事例
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３.オープンモデル事例
３．１ 国内 （１）科学技術コモンズ

オープンイノベーションの進展が見込まれる中、基礎研究領域においても対応した知的財産戦略を構築すべく、研究の自由度の確保と
知的財産の活用促進を図る必要がある。※「知的財産推進計画２００９」においても、科学技術コモンズの構築を検討することとされている。
大学等が保有する特許等の基礎研究における利用を相互に開放すること等により、特許等が制約とならない研究環境を提供し、特許等の
活用促進及び研究活動の活性化を図る。また、この枠組みを産業界にも開放し、これら特許等の利用価値の発掘を促進する。
さらに、関連する科学技術情報を併せて提供し、特許等に限らない広範な「知」の利活用も推進し、全体を「科学技術コモンズ」として運用する。

オープンイノベーションの進展が見込まれる中、基礎研究領域においても対応した知的財産戦略を構築すべく、研究の自由度の確保と
知的財産の活用促進を図る必要がある。※「知的財産推進計画２００９」においても、科学技術コモンズの構築を検討することとされている。
大学等が保有する特許等の基礎研究における利用を相互に開放すること等により、特許等が制約とならない研究環境を提供し、特許等の
活用促進及び研究活動の活性化を図る。また、この枠組みを産業界にも開放し、これら特許等の利用価値の発掘を促進する。
さらに、関連する科学技術情報を併せて提供し、特許等に限らない広範な「知」の利活用も推進し、全体を「科学技術コモンズ」として運用する。

大学

特許・論文など
「知」の提供

大学・企業等から提供された特許について、基礎研究
目的の特許無償利用のルールを設定し、権利に縛られ
ない自由な研究活動を確保。

企業

アカデミアが有する
「研究の自由」の確保

オープンイノベーションの
リソースとして活用

＜大学における課題＞
・産学連携を推進するための研究成果の特許化の推進が、自由

な研究活動や特許化された研究成果の多様な活用の支障と
ならない枠組みが必要。

＜企業における課題＞
・大学等の特許は、ある程度追加的な研究を進めた上でなけれ

ば、事業上の利用価値を判断するのは難しい。特許に関連す
る科学技術情報への容易なアクセスの確保も必要。

科学技術コモンズ

特許・論文など
「知」の提供

＜コモンズの効果＞
基礎研究段階での特許利用を相互に無償開放することで、特許化さ
れた研究成果を活用した研究を促進し、研究活動を活性化。
例１：他人の特許を使う必要がある基礎研究について、容易に実施が可能
例２：研究者が移籍した先でも、移籍元で自らが発明した特許を利用した

基礎研究を行うことが可能
例３：リサーチツール特許についても、権利侵害することなく自由利用可能。

＜コモンズの効果＞
特許や関連する科学技術情報を研究において自由に活用し、特許
等の利用価値の発掘、イノベーションの創出を促進。
→多くの大学の特許等を個別にライセンスを受けず研究利用し、

その価値を検討した上で、その導入や実用化開発の是非を
検討可能。

＜科学技術情報関連＞
・J-GLOBALなどを活用した関連科学技術情報の提供
・重点分野の技術マップ等の作成

＜リサーチ・パテントコモンズ＞

利便性向上

科学技術情報を収集・公開
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３.オープンモデル事例
３．２ 海外 （１）パテントコモンズ（Patent Commons)

2005年11月15日Open Source Development Labs (OSDL) がオープンソース開発者のための「Patent Commons（特許共有地）」プロジェクトの基盤
となるオンライン参照ライブラリを開設。このライブラリは、オープンソース・コミュニティでの使用を許された特許やその他の知的財産に関する情報
を1つに集めたものでアクセスは無償。会社または個人が、特許の所有権は放棄しないが、特定の特許権を主張しないこと、もしくは、特定の技術
標準に基づいたソフトウェア実装に対して特許権を主張しないことを誓った技術について、詳細情報が収められている。
CA、エリクソン、IBM、ノベル、レッドハット、サン・マイクロシステムズ等が参加

2005年11月15日Open Source Development Labs (OSDL) がオープンソース開発者のための「Patent Commons（特許共有地）」プロジェクトの基盤
となるオンライン参照ライブラリを開設。このライブラリは、オープンソース・コミュニティでの使用を許された特許やその他の知的財産に関する情報
を1つに集めたものでアクセスは無償。会社または個人が、特許の所有権は放棄しないが、特定の特許権を主張しないこと、もしくは、特定の技術
標準に基づいたソフトウェア実装に対して特許権を主張しないことを誓った技術について、詳細情報が収められている。
CA、エリクソン、IBM、ノベル、レッドハット、サン・マイクロシステムズ等が参加

<2010年7月現在 529件収録>
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３.オープンモデル事例
３．２ 海外 （２）エコパテントコモンズ（Eco Patent Commons)

エコ・パテントコモンズは、新しいイノベーションを醸成する企業間のコラボレーションを促進することを目的として、持続可能な開発のための
世界経済人会議(The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)、フィンランド・Nokia、米Pitney Bowes、およびソニーの
4社・団体が2008年1月に設立した、開放された環境技術に関する特許共有資産のポートフォリオで、環境保全を目的とすることを条件に誰でも
開放された特許に自由にアクセスし、活用できるというもの。独Bosch、米Du Pont、米IBM、フィンランド・Nokia、米Pitney Bowes、リコー、ソニー、
大成建設、ゼロックスの世界的な企業9社から100件近くの特許がすでに開放されている

エコ・パテントコモンズは、新しいイノベーションを醸成する企業間のコラボレーションを促進することを目的として、持続可能な開発のための
世界経済人会議(The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)、フィンランド・Nokia、米Pitney Bowes、およびソニーの
4社・団体が2008年1月に設立した、開放された環境技術に関する特許共有資産のポートフォリオで、環境保全を目的とすることを条件に誰でも
開放された特許に自由にアクセスし、活用できるというもの。独Bosch、米Du Pont、米IBM、フィンランド・Nokia、米Pitney Bowes、リコー、ソニー、
大成建設、ゼロックスの世界的な企業9社から100件近くの特許がすでに開放されている

<2010年7月現在 103件収録>
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３.オープンモデル事例
３．３ 官民連携モデル （１）気象庁

財団法人 気象業務支援センター気象庁
•気象庁の保有する各種気象情報のオンライン・
オフラインによる提供
（官・民の役割分担を図るための気象庁と民間
気象事業を結ぶセンター）

民間情報提供機関 利用者

民間情報提供機関

民間情報提供機関
API提供

有料提供

有料提供

一般財団法人 日本気象協会

民間機関と連携民間機関と連携
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気象庁が作成している気象データを有償で民間企業等に開放。
民間情報提供機関の創意工夫で新しいサービスが創出。

気象庁が作成している気象データを有償で民間企業等に開放。
民間情報提供機関の創意工夫で新しいサービスが創出。

無料



３.オープンモデル事例

３．３ 官民連携モデル （２）特許庁

特許庁

社団法人 発明協会

一般財団法人 日本特許情報機構

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 特許電子図書館

有料提供

有料提供

データ
（実費程度）

データ
（実費程度）

民間情報提供機関

民間情報提供機関

利用者

特許庁が作成している特許公報のデータを有償で民間企業等に開放。
民間情報提供機関の創意工夫で新しいサービスが創出。

特許庁が作成している特許公報のデータを有償で民間企業等に開放。
民間情報提供機関の創意工夫で新しいサービスが創出。
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無料



金融庁 利用者EDINET

民間情報提供機関

民間情報提供機関

無料提供

有料提供

データ
（無料）

・金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム

上場企業

上場企業

３.オープンモデル事例

３．３ 官民連携モデル （３）金融庁
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上場企業から提出される有価証券報告書等について、世界標準化（※）して開放。
民間情報提供機関の創意工夫で高度なサービスが可能。

上場企業から提出される有価証券報告書等について、世界標準化（※）して開放。
民間情報提供機関の創意工夫で高度なサービスが可能。

※ 世界の金融監督当局が採用し始めた標準フォーマットXBRL（eXtensible Business Reporting Language）で電子流通。

（2004年より電子提出のみ）
金融商品取引法により、
各事業年度終了後、3か月以内の
金融庁への提出が義務付け

有価証券報告書の提出



JST文献情報提供事業でも独自に民間情報提供機関と連携し、数社はサービスを開始JST文献情報提供事業でも独自に民間情報提供機関と連携し、数社はサービスを開始

JST 民間情報提供機関 利用者
データ

（有料提供）

有料提供

有料提供

有料提供

３.オープンモデル事例
３．３ 官民連携モデル （４）ＪＳＴの取り組み
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テキストマイニング技術を活用した解析ツール
（NRIサイバーパテント株式会社）

科学情報動向や企業動向の調査分析・評価
（株式会社 創知）

特許解析の先駆的なツール
（インパテック株式会社）

データ解析から文献の発表動向や特許の出願動向を把握
（株式会社 数理システム ）



文献の収集から提供、営業活動までを垂直統合の
形で全て自社内で完結するモデル
（トータルサービスとしてのJST文献情報提供事業）

外部の知識・技術を活用しつつ、水平展開しつつ、
相乗効果でサービスを育てるモデル
（オープン・イノベーションの考え方に近いモデル）

クローズド・モデル オープン・モデル
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文献情報

特許情報

企業情報

ニュース

有価証券報告書

判例

法律

法規制

人物情報

A社

B社

Ｄ社

G社

E社

C社

F社

H社

I社

文献情報

法律

有価証券報告書
判例

特許情報

企業情報

ニュース 人物情報

J社

L社

法規制

A社

B社

Ｄ社
G社

E社 C社

F社

H社

I社

様々な情報ソースをつなげ、可視化等
すること、新しい情報が見えてくる

様々な情報ソースをつなげ、可視化等
すること、新しい情報が見えてくる

３.オープンモデル事例
３．４ クローズド・モデルとオープン・モデル



囲い込み 独占提供 非独占提供

契約により厳しく提供
範囲を縛ったモデル

ある程度自由度を
持つモデル

データ解放自社サービスから
しか供給されない
モデル

よりオープンな提供

API コモンズ オープンソース

レポジトリ

社内利用
研究利用

イントラネット 自社サービス 限定提供
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３．４ クローズド・モデルとオープン・モデル

３.オープンモデル事例

自社で情報を「囲い込み」それに基づい
て技術革新を達成するというモデル

一定の技術や情報を幅広く「共有」し、その成果に基づ
いてさらにイノベーションがもたらされるというモデル



４．利用者の意向
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Ｑ： 文献情報データベースを決めるポイント

調査名称：「科学技術文献情報サービスに関するアンケート」
調査方法：インターネットアンケート
実施期間：2010年4月20日（火）～2010年4月21日（水）
有効回答数：500 （JDreamⅡ利用者 100、未利用者 400）

調査名称：「科学技術文献情報サービスに関するアンケート」
調査方法：インターネットアンケート
実施期間：2010年4月20日（火）～2010年4月21日（水）
有効回答数：500 （JDreamⅡ利用者 100、未利用者 400）

66.0

47.0

40.0

60.0

51.0

32.0

27.0

43.0

36.0

27.0

28.0

43.0

24.0

8.0

27.0

18.0

34.0

1.0

64.5

28.8

32.0

63.5

42.8

22.0

26.8

39.0

34.8

26.8

21.0

36.8

19.5

3.0

29.0

11.5

32.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.登録情報件数が多い

2.国内情報が充実している

3.主要な海外情報を網羅している

4.専門分野が充実している

5.過去の情報が収集できる

6.情報が網羅的で体系的な情報収集が行える

7.情報の速報性に優れている

8.情報の確度・信頼性が高い

9.日本語で利用できる

10.全文電子ジャーナルなどへのリンクが充実してい

る

11.情報収集の時間が節約できる

12.検索機能が充実している

13.索引が充実している

14.サポート（ヘルプデスク対応など）がよい

15.操作性がよい

16.複写サービスなどが得られる

17.安価である

18.その他

利用者 未利用者

ポイントは、
●登録情報件数
●専門分野の情報

など、コンテンツそのもの



91.0

3.0

6.0

62.8

10.0

27.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.利用してみたい

2.利用しようとは思わない

3.わからない

利用者 未利用者

未利用社であっても６割以上は
利用してみたいと回答

Ｑ． 今後JDreamⅡを利用したいと思うか。
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調査名称：「JDreamⅡの必要性・有効性に関するアンケート調査」

調査方法：インターネットアンケート
実施期間：2010年3月1日（月）～2010年3月14日（日）
有効回答数：934

調査名称：「JDreamⅡの必要性・有効性に関するアンケート調査」

調査方法：インターネットアンケート
実施期間：2010年3月1日（月）～2010年3月14日（日）
有効回答数：934

Ｑ．JDreamⅡを利用することのメリット

50.5

60.4

23.3

29.8

42.5

21.1

10.5

27.9

76.1

9.1

27.9

24.8

12.0

4.6

16.8

49.5

1.5

0.9

8.0

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.登録情報件数が多い

2.国内情報が充実している

3.主要な海外情報を網羅している

4.専門分野が充実している

5.過去の情報が収集できる

6.情報が網羅的で体系的な情報収集が行える

7.情報の速報性に優れている

8.情報の確度・信頼性が高い

9.日本語で利用できる

10.全文電子ジャーナル等へのリンクが充実している

11.情報収集の時間が節約できる

12.検索機能が充実している

13.索引が充実している

14.サポート（ヘルプデスク対応等）がよい

15.操作性がよい

16.複写サービスが得られる

17.翻訳サービスが得られる

18.調査サービスが得られる

19.安価である

20.その他

メリットは
●日本語で提供
●国内情報の充実
●複写サービスが得られる

の順
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Ｑ．今後JDreamⅡの利用量をどうしたいと思うか。

34.8 40.8 4.8 19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増やしたい 現状と同様

減らしたい

わからない

今後の利用は、現状維持以上が約76%
まだまだニーズは高い
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５．官民連携ネットワークの方向性
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５．１ 科学技術情報網の拡大、各情報関連機関の連携理想像５．１ 科学技術情報網の拡大、各情報関連機関の連携理想像

ビジネスサイト

代理店・特約店

提携先

A社

B社

公的機関との連携ネットワーク民間との連携ネットワーク

JDreamⅡ

JST

グループ会社

C社
共同運営

子会社

総合データベースサイト

連携先

特許庁

NDL
大学

公共
図書館

国立
研究所

ＮＩＩ

利用者
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J-GLOBAL



出典：ニュースから概念を自動抽出するセマンティックエンジンの研究開発, 亀津敦 (野村総研), 技術創発(Web) Vol.12, 16-27 (2009)
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５．２ 新しい技術への貢献

JSTの情報資産をオープン化し、投入するこ

とにより、新しい技術開発と普及を活性化



６．各企業の情報への取り組み
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現状把握
と

計画策定

対象範囲

情
報
調
査
の
質
＆
範
囲

インテリジェンスの生産・配布の
質向上と範囲の拡大

インフォメーション収集・加工の
質向上と範囲の拡大

三井化学本体
三井化学及び
主要関連会社

三井化学及び
関連会社

Step0

Step1

Step2

質
の
向
上
と

範
囲
の
拡
大

対象の拡大
全社 適化

三井化学㈱知的財産部における情報調査の質向上の取組

情報調査は、事業戦略・
技術戦略・知財戦略を支える

「生命線」
各戦略を構築する上で、

不可欠
と認識し、この取組を実施

菅原 好子, “企業内情報調査部門の組織再構築 三井化学（株）知的財産部・情報調査センターユニットの活動内容”, 情報管理, Vol. 52, No. 3, (2009), 133-141

参考文献：
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利用部門

経営層

技術情報・図書
サービス部門

情報戦略企画担当情報戦略担当

（R&D本長/利用部門トップ/．．．）

情報戦略

成果・業績
評価 施策立案

投資・検証

サービス提供

ニーズ

富士フイルム㈱図書サービス部門における
情報戦略を推進する組織化したメカニズム

図書館を、従来の技術管
理・提供型組織から、
「ナレッジ支援型の組織」に
変革するための体制

中山 章子, “図書と知識経営・知識活用のための図書・情報サービスのあり方”, 専門図書館No.243, (2010), p22-25.参考文献： 78



○社内利用者が利用可能なデータベース

○学術雑誌記事：電子版／印刷物

○特許明細書：電子版／印刷物

○有用なインターネットリンク

○科学著作物の探索要望および注文

○情報専門家への問い合わせ、連絡

科学情報

工学情報

ビジネス情報

BASFグループ情報センターにおける仕事の拡大

利用者に戦略的な意思決定のためのビジネスインテリジェンスを提供するため、情報センター
の役割が拡大

グループ会社内ワンストップサービスシステム

世界中のグ
ループ会社
に配信

一例として、異種の情報を組み合わせたワンストップサービスをグループ会社内で展開

Sabine Angel他, “BASFにおける情報管理－BASFグループ情報センターの役割”, 情報管理, Vol. 48, No. 2, (2005), 78-86参考文献： 79



研究・開発フェーズ ＊

可能性検証 基本性能実証 実用性能実証 製品試作 製品化

＊ 研究→開発→生産のリニアモデルを示しているわけではない。

メディア（インターネット、一般紙、業界紙、学会誌）

特許調査 有価証券報告書（他社分析ツールとして）

論文 報告書の類

二次情報
（加工された情報）

一次情報
（生の情報）

学会、シンポジウム 標準化活動 事業部連携 展示会

コンソーシアム
技術マーケティング
（顧客ニーズ把握）

産学連携
（共同研究、研究員派遣、委託）

企業間連携
（NDAベース～アライアンス）

R&D 戦略策定に関与

マネジャー＝プロジェクトリーダ

（マネジャー≠管理者）

出口イメージの明確化

マネジャー＝プロデューサ、

プロモータ、コーディネータ

日本航空電子㈱における技術情報収集・分析と研究開発への応用

鳥飼俊敬, “技術情報収集・分析とR＆Dへの活用”, 研究開発リーダー, Vol. 5, No. 11, (2009), 34-36参考文献： 80
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